一般財団法人生 涯 学 習 開 発 財 団 認 定

都道府県

主宰者氏名

お教室名

市区町村

TEL

FAX

メールアドレス

最寄り駅

HP

みーやん

わくわく♪デコ巻きずし＆デコもち教室

全道各地

090-8638-3097

011-643-7627

kojika@bambic.net

札幌駅

http://bambic.net

菅原 幸枝
幸 まきこ
梅村 里美

デコもち教室
デコもち仙台泉教室
アトリエ Apricot

気仙沼市／一関市
仙台市
弘前市、青森市、八戸市／盛岡市／戸田市

090-7525-0305
090-2976-9915
090-7337-1234

0172-34-8986

syukie@k-macs.ne.jp
sachimakiko@gmail.com
apricot_satomi_3103@@yahoo.co.jp

福島県
福島県
福島県
関東
茨城県
茨城県
茨城県／千葉県

くろさわ まさこ
芳賀 栄子
境田 美代子

M's かふぇ

福島市、県内全域（出張応相談）
郡山市
郡山市

070-5621-9921
080-1061-7142
090-7932-2172

気仙沼駅
泉中央駅
弘前駅、青森駅、本八戸駅、
盛岡駅、戸田公園駅
福島駅
郡山駅
郡山駅

小春 ( 野口みはる )
出津 有理
なかむら みちこ

小春さんのデコもち教室

Deco roll
HAPPYROLL

かすみがうら市
牛久市、その他近隣エリア
全域

090-2413-3568
080-5032-1668

栃木県、県南近隣の県
埼玉県
埼玉県
埼玉県

おの まなみ
金井 正子
岡崎 曜子
東薫

Challenge DECO
RoseHeart
maki-maki-caf'e
Soba de Cafe とら吉

栃木市、小山市、足利市、鹿沼市、近隣の市
鴻巣市
さいたま市、狭山市
熊谷市、県内全域

090-2655-9158
090-9962-4025
090-4716-3990
048-538-8990

埼玉県

松本 綾子

伊奈町、県内全域

090-5401-6528

mtmtayk75@gmail.com

埼玉県
埼玉県
千葉県
千葉県／中国／鹿児島県／
長崎県
神奈川県
神奈川県

下山 美奈子
河西 佐知子
広島 紀子
つちはし しょうこ

さいたま市
北足立郡伊奈町、その他近隣
浦安市
八千代市、印西市、佐倉市、習志野市／
上海市／鹿児島市、薩摩川内市／長崎市
鎌倉市
横浜市港北区

090-6031-5938
050-3550-3153
090-8490-2972

TIBI-1@jcom.home.ne.jp
k24315chan@gmail.com
noriko_aristo@t.vodafone.ne.jp
lunchbox-yachiyo@gmail.com

丸山駅（埼玉新都市交通）、大宮駅、
久喜駅、春日部駅、羽生駅、三郷駅
大宮駅 北区役所前バス停
蓮田駅、丸山駅（埼玉新都市交通）
舞浜駅
八千代中央駅、八千代台駅

atelier-bambini@tuba.ocn.ne.jp
hidamari-cafe@email.plala.or.jp

大船駅
大倉山駅

神奈川県／東京都
東京都
東京都／千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都／山梨県／埼玉県／
神奈川県
東京都／神奈川県
東京都／千葉県
東京都／栃木県／神奈川県／
近郊県（出張可能）
山梨県
中部
静岡県
関西
滋賀県
大阪府
大阪府

前田 恵美
吉澤 佳栄
まつきお
秋山 直美
星野
横山 紫穂
梅原 輝美
長沼 よしえ
鶴見 美子
樽本 芸

横浜市旭区、市内全域／都内全域
大田区、都内全域、横浜近郊
千代田区／千葉市美浜区
台東区、出張応相談
大田区
品川区
台東区
西東京市、出張応相談
新宿区、港区
八王子市、都内全域／近隣地域

080-5646-5029
090-5786-3040
090-4919-8687
03-5809-3749
090-1737-1825
090-7241-1311
080-6713-6949
050-3053-3924

emi29emi29@gmail.com
yoshie_lifegarden@icloud.com
kio.x.x.x.kio@gmail.com
akiyama@cookart.co.jp
taneyuko@gmail.com
hands.shi.ko@gmail.com
Ryan-hiro@i.softbank.jp
ouchigopan@nobunodaidokoro.com
tsurumiko8@gmail.com
anart.888888@gmail.com

鶴ヶ峰駅、西谷駅、鴨居駅、中山駅
大森駅、西馬込駅
市ヶ谷駅、検見川浜駅
浅草橋
鵜の木駅
五反田駅 、不動前駅
鶯谷駅、入谷駅（日比谷線）
田無駅、ひばりが丘駅
新宿御苑前駅、曙橋駅、麻布十番駅
八王子駅、京王八王子駅

http://emi-chan.jp/
http://ameblo.jp/yoshie-38
http://ameblo.jp/kio-ryu-ryu/
http://cookart.co.jp
http://s.ameblo.jp/unokinoki/

http://ameblo.jp/hms-bee/
http://ameblo.jp/mt11159030/
http://ameblo.jp/maki-maki-zenko

北海道
北海道
東北
宮城県／岩手県
宮城県
青森県／岩手県／埼玉県

大阪府
大阪府
大阪府／兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県／大阪府／東京都／
静岡県／沖縄県／新潟県
奈良県
奈良県
奈良県
九州
大分県

中田 典子
稲垣 多佳子

巻きずし工房
ホビー工房 SAKAIDA

蕎麦屋の女将のデコもち教室
可愛いデコもち教室
クラフトハウス Rose Miきりくち楽しいデコもち教室
デコ巻きすし デコもち教室「Nori」
可愛いを食卓へ♥デコもち、きってもパン、
デコ巻き寿司教室 LunchBox
アトリエ バンビーニ
子連れで楽しむ巻き寿司＆デコもち教室
「ひだまり cafe」
えみちゃん流『簡単おいしい和の楽しみ方』

Life garden

巻きずし ･ デコもち教室 Ryu-Ryu
２３番地 COOK 〜人と料理の交差点
鵜の木の木 デコもち教室

Creation by Hands Shi-ko
Fan-deco

おうちごパン教室 のぶの玉手箱

Miko's Joyful Roll
an ARt
H*M*S BEE

090-5563‐2154
090-1553-2990

024-548-5640
024-961-3877

masakobuta@i.softbank.jp
o8o10617142@docomo.ne.jp
mhobby-art52sakaida@docomo.ne.jp
makimonogucchi @gmail.com
newrice.decoroll@gmail.com
happyroll.michi@gmail.com

048-548-5748
048-706-2126
048-538-8990

050-3730-8809

050-3053-3924

090-1667-0619

yqqn.88.mnpn@docomo.ne.jp
rose_heart@skyblue.ocn.ne.jp
hi.ro-yo.ko-0113@docomo.ne.jp

http://libera-park.com/
http://ameblo.jp/satomiapricot/
http/ameblo.jp/fujimarunrun/

神立駅
牛久駅
東葉高速鉄道・新京成線・JR 京葉・
JR 常磐線・TX 線沿線 ほか
栃木駅、新大平下駅 など
吹上駅
浦和駅
熊谷駅

http://ameblo.jp/makimono-goo/
http://ameblo.jp/newrice-decoroll/
http://happyroll.jp/
http://profile.ameba.jp/manasuke-8/
http://rose-heart.net
http://ameblo.jp/maki-maki-yoko
https://www.facebook.com/Soba-de-Cafeとら吉-339463719548899/

http://ameblo.jp/hidamarimaking/

http://www.nobunodaidokoro.com/
http://www.geocities.jp/cafe_888888/anart/

もとやま ゆうこ
お菓子教室聞寿庵
西澤 善子

お菓子教室聞寿庵
ぜんこの maki ＊ maki ＊教室

町田市／相模原市
渋谷区／佐倉市
八王子市、都内全域／近隣地域

090-4537-8491
042-638-8184

03-6804-8250
042-638-8184

1dayshop@live.jp
tamtam9999@gmail.com
maki.maki.zenko＠gmail.com

町田駅（小田急線）、古淵駅
代々木上原駅、勝田台駅
八王子みなみ野駅

沼田 美奈

mimieden

甲府市、甲州市

090-4723-8210

0553-33-2117

mimieden21@yahoo.co.jp

甲府駅、塩山駅

泉谷 有美

ゆかし工房

榛原郡、島田市、藤枝市、静岡市

090-9029-1590

0547-59-2958

yukasikoubou @gmail.com

静岡駅、島田駅、藤枝駅

http://s.ameblo.jp/skylove0207/

巻き巻き教室・八日市
桃巻子の出張講習
Anela Blue（アネラブルー）

近江八幡市，東近江市，彦根市
出張講習
八尾市

090-2358-3557
090-2060-2425
080-5350-0938

0748-24-2853
06-6753-7474

ohana120731@i.softbank.jp
uepy104@ezweb.ne.jp
anelablue@i.softbank.jp

近江八幡駅（JR）
、能登川駅
出張講習
志紀駅

http://ameblo.jp/anelablue/

デコもち教室
デコもち教室「とよの」
でこたまスタジオ
orange ＊ bird- デコもち教室
ぶどうの木

090-1442-3473
090-5054-8165
090-8577-9895
080-5322-5187
090-2011-5788
090-1420-2733
0120-55-3784

yasuko03111002@docomo.ne.jp
twtsk28@mail.goo.ne.jp
decotama@enjoy.zaq.jp
m.komakimaki87@gmail.com
budounoki.mamiko@docomo.ne.jp
info@studiocolor.jp
ud@seika-co.jp
eririn-59-nirire@docomo.ne.jp
kirari-7716@docomo.ne.jp
mrk@tyomogida.com

桃山台駅
山下駅（能勢電鉄）
池田駅（阪急電鉄宝塚本線）
三木上の丸駅
姫路駅（JR）
三ノ宮駅、元町駅
芦屋駅、大阪駅、池袋駅、静岡駅、
長岡駅、新潟駅、おもろまち駅
二上駅、二上山駅
郡山駅、近鉄郡山駅
新ノ口駅

chouchou1616@hotmail.co.jp

大分駅

巻子・デラックス
桃 巻子
ALOHA deco 米粉
（maico）
瀬戸 康子
とよの巻子
のぶはら まさよ
コマキ
堀田 真美子
多木 佐瑤子
プリザ巻美
山中 絵里
青山 さおり
蓬田 真理子

和菓子サロン 一絵（いちえ）
きんぎょ café 〜柳楽屋
よもち庵

豊中市
豊能郡
池田市、豊中市、吹田市、箕面市、大阪市
三木市
姫路市
神戸市中央区三宮、元町
兵庫県内／大阪府内／東京都内／静岡県内／
宮古島・石垣市／新潟市・長岡市
香芝市、橿原市、奈良市
大和郡山市、磯城郡田原本町
橿原市、出張教室

小野 かおる

デコもち教室

大分市

STUDIOCOLOR CookingClass

一般社団法人ユニバーサルデザイナーズ協会

090-2101-9509
090-1225-6623

072-734-2191

http://ameblo.jp/tiger1577/
http://www.studiocolor.jp/
http://u-ds.jp/
http://ameblo.jp/the-pure-peach/
ameblo.jp/kirari7716

※教室データは 2016 年 8 月現在のものです。

