
教室所在地 主宰者 E-Mailアドレス

最寄駅 教室名 HP/ブログURL

七飯町 菊池　久美子 coco@ms6.ncv.ne.jp

七飯駅 玖み（くみ） http://kumi-k.com/

仙台市・多賀城市／秋田市 武藤　満子 f.d.s.viola@softbank.ne.jp

仙台駅・国府多賀城駅／秋田駅 フラワーデザインスタジオ Viola

山形市 粕川　志津江 shizue@shiz.sakura.ne.jp

山形駅 アトリエ花音（かのん） http://ameblo.jp/afc-kanon/

福島市 山岸　陽子 tubasatomattyann@yahoo.co.jp

福島駅 アトリエbijou boxes

土浦市、つくば市 青木　美加 mihiro_corporation@yahoo.co.jp

荒川沖駅 スターダスト☆mikasha http://star-mikasha.com

下都賀郡野木町／古河市 宗村　裕子 deco_sisyu_salon@yahoo.co.jp

古河駅・野木駅 手紡ぎ bijou crazy-apple http://ameblo.jp/tetumugi-bijou-decosisyu/

木崎　由美 fiore831yk@yahoo.co.jp

アトリエ　fiore http://blogs.yahoo.co.jp/fiore831yk

川越市／会津若松市 澤田　都貴重 sakezo0323@dk.pdx.ne.jp

川越市駅／会津若松駅 My Beads Salon http://ameblo.jp/sakezo0323/

栗本　典子 noriko@niwashi.co.jp

アトリエＮ’ｓパレット

山形県 090-6220-0087

福島県 090-7322-1582

栃木県
茨城県
埼玉県

090-4968-7433

北海道 0138-65-7033

都道
府県

電話番号

宮城県
秋田県

080-3339-8734

茨城県 090-4846-9096

群馬県
埼玉県
栃木県

027-266-7555

埼玉県
福島県

070-5571-8079

埼玉県 048-549-2568

前橋市・高崎市・安中市・伊勢崎市
太田市／桐生市・足利市／鴻巣市

ビジューデコスイーツ　全国のお教室一覧

行田市・熊谷市・久喜市
越谷市・北本市



教室所在地 主宰者 E-Mailアドレス

最寄駅 教室名 HP/ブログURL

都道
府県

電話番号

さいたま市・春日部市・幸手市 澤口　恵利 h.sawa@d9.dion.ne.jp

大宮駅
BEDAS　ROOM
Angel　Heart

http://beads-angel-heart.jimdo.com/

狭山市 齋藤　正子 shok.52@hotmail.co.jp

入曽駅 工房　き☆まま

柏市 髙橋　敦子 ako.t-happyrabbit@nifty.com

北柏駅 atelier beads bijou http://www.beads-bijou.jp/

ジョイフル２富里店・千葉ΝT店
ボンベルタ成田・旭サンモール

小坂　あや子 kosaka@catv296.ne.jp

成田駅・印西牧の原駅・旭駅 Beads J&A http://www.beads-ja.jp/

千葉市／台東区 中西　賀代子 crystalgreengrass1@yahoo.co.jp

京成学園前駅・浅草橋駅 クリスタルグリーングラス http://www.geocities.jp/crystalgreengrass/

松戸市 ふじわらめぐみ revontuli@hotmail.co.jp

松戸駅
ビーズワークショップ
Revontuli

http://revontuli55.blog12.fc2.com/

江戸川区 佐藤　みゆき infobeads@fukafuka.com

小岩駅・船堀駅 シュガービーズ http://fukafuka.com/

大田区 木下　百合子 lily510110@yahoo.co.jp

池上駅 BEADVA（ビズバ）

北区田端 澤田　美子 yoshiko-sawada@sam.hi-ho.ne.jp

田端駅 アトリエ　ソレイユ http://ameblo.jp/ateliersoleil/

埼玉県 048-649-6899

埼玉県 04-2958-9081

千葉県 04-7133-5321

東京都 03-5876-7554

東京都
神奈川県

03-3754-1898

東京都 03-6322-3326

千葉県 090-5772-9502

千葉県
東京都

050-1136-7634

千葉県 090-5505-1856
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最寄駅 教室名 HP/ブログURL

都道
府県

電話番号

江東区 つだ　のりこ no-ri-coconuttsu-d@docomo.ne.jp

西大島駅 アトリエ　ビビ

墨田区・足立区 中村　知子 tonchu12@yahoo.co.jp

両国駅・錦糸町駅
とうきょうスカイツリー駅・北千住駅

anplume-beads
（アンプルメ　ビーズ）

http://ameblo.jp/plumeria-beads/

世田谷区 池永　あつ子 atelieralice210@yahoo.co.jp

等々力駅 アトリエ　ALICE

豊島区 田中　裕美子 sho4yuko@yahoo.co.jp

要町駅 カトル・ナフ http://ameblo.jp/yuko-ssss/

中野区 東森　裕子 beads_koubou_alpheratz@yahoo.co.jp

中野駅・中野坂上駅・沼袋駅 アルフェラッツ

日野市 伊藤　祐三子 kazane_acce@yahoo.co.jp

高幡不動駅・万願寺駅 ビーズアクセサリー　風音 http://ameblo.jp/kazane3/

三鷹市 池田　英里子 eripi910@ezweb.ne.jp

吉祥寺駅・井の頭公園駅 e-make　ビーズ教室

武蔵野市・三鷹市 柴田　由美 yumimumemo22@t.vodafone.ne.jp

吉祥寺駅 ～yumix hand～ http://ameblo.jp/yumix-hand/

川崎市麻生区 石曽根　陽子 heartmadeartist@gmail.com

はるひ野駅 Heart Made Cafe http://ameblo.jp/heart-made-artist/

藤沢市・相模原市 田中　恵利子 harmonie@kmf.biglobe.ne.jp

辻堂駅・相模大野駅
アート工房ハルモニー
手作りアクセサリー教室

http://www7a.biglobe.ne.jp/~harmonie/

東京都 03-3972-0039

東京都 090-6020-7714

東京都 080-5102-9691

東京都 090-1544-7642

東京都 090-4490-5882

東京都 090-2218-5358

神奈川県 090-3126-2148

東京都 0422-26-6607

東京都 080-3209-7698

神奈川県 090-2038-7824
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横浜市／中央区銀座／浜松市 多田　晴美 h-tada@ga3.so-net.ne.jp

横浜駅・二俣川駅／銀座駅／浜松駅 infini（アンフィニ）ビーズ教室 http://ameblo.jp/infinibeads/

横浜市／日立市 今井　美佳 mikapi777v@ezweb.ne.jp

上大岡駅／日立駅 ＊atelier　mii＊ http://plaza.rakuten.co.jp/minimini9/

横浜市保土ヶ谷区・横浜市旭区 吉田　恵子 limeberry@wb3.so-net.ne.jp

鶴ヶ峰駅 *Lime berry*(ライムベリー) http://ameblo.jp/lime-berry/

横浜市南区 小林　ようこ info.s.t.bloom@samba.ocn.ne.jp

京浜急行　井土ヶ谷駅
～コスチュームジュエリー
メイキング教室～
studio the Bloom

http://stbloom.web.fc2.com/
http://ameblo.jp/stbloom/

大和市 藤原　珠巳 info@hasudokei.com

中央林間駅 蓮時計

新潟市中央区/南区/長岡市城内町
東京都世田谷区

中嶋　久美子 flower.cathedral2010@gmail.com

新潟駅/長岡駅/成城学園前駅
ヨークカルチャーセンター
新潟/花穂/長岡/fée fleur

http://hautecouturefleur.web.fc2.com/ 

氷見市 角谷　美帆 samasamahimi@yahoo.co.jp

氷見駅
ジュエルDeCoRe富山校
SAMA SAMA

http://ameblo.jp/karichan888/

福井市・坂井市
福井新聞社内（大和田）各自宅

加藤　豊純

フェアモールエルパ近くと
県立病院右手側

歩く教室、動く教室、
個人宅へ行きますよ

神奈川県
東京都
静岡県

090-2220-8842

神奈川県
茨城県

090-9365-5353

新潟県
東京都

090-3566-0359

富山県 0766-72-8005

福井県 0776-54-7953

神奈川県 080-5101-8320

神奈川県 045-307-0005

神奈川県 090-6314-8352
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都道
府県
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静岡市葵区 田内　喜代美 keybou_kt@excite.co.jp

新静岡駅 プティ　タ　プティ http://ameblo.jp/petitapetit-k/

榛原郡 泉谷　有美 yukasikoubou@gmail.com

ゆかし工房

浜松市佐鳴台 荒木　やす江 minamikouminnkann@yahoo.co.jp

浜松駅
Art YELLOW Angel
『天使の光』

春日井市 真島　亜季 aki-c@muh.biglobe.ne.jp

勝川駅 Atelier Moon

名古屋市千種区・南区 小澤　伸子 zawa-nobu-9330@docomo.ne.jp

池下駅・本山駅・道徳駅 楽しむデコ http://ameblo.jp/decoredeco/

名古屋市北区 山本　佐知子 dragons8@wf7.so-net.ne.jp

平安通駅
DeCoRe
studio Aldebaran

名古屋市中区大須 AYAKA ayaka@radiance-r.net

大須観音駅 Blink art AYAKA http://ayaka-blink.jimdo.com/

名古屋市東区／大垣市／港区 高橋　りか info@rica.cyber-space.biz

千種駅／大垣／広尾駅
花アトリエり花
－To The Rose－
㈱ティアラインローズ

名古屋市緑区 柴田　晴子 springchild2012@gmail.com

鳴海駅 Spring　Child http;//ameblo.jp/spring-child/

愛知県 090-3034-3525

愛知県 050-3602-7214

愛知県
岐阜県

090-1099-9683

静岡県 050-7503-3679

静岡県 090-9029-1590

静岡県 090-1748-9286

愛知県 090-1099-0867

愛知県
岐阜県
東京都

090-7028-1065

愛知県 090-6330-2928
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日進市・豊田市・大府市・東郷町 出原　三千世 mitiyo.pop-wan@ezweb.ne.jp

四日市市 岡田　広美 yagtzh41@na.commufa.jp

近鉄四日市駅 ハンドメイド　イブ

草津市・大津市 船越　育代 ate.iroasobi@gmail.com

草津駅・膳所駅・瀬田駅 アトリエ　さらさあよ

池田市 安田　和美 f-yasuda@wombat.zaq.ne.jp

池田駅
アトリエ
CHERRY BLOSSOM

大阪市阿倍野区 恒岡　恵美 info@manoclasse-emi.com

天王寺駅 Mano Classe Emi http://www.manoclasse-emi.com/

吹田市 田阪　かおる kaoru.co515@gmail.com

豊津駅・江坂駅 アトリエ　Kaoru*co http://ameblo.jp/kaoru-co1/

池田市／宝塚市・伊丹市・尼崎市 道井 聡美 craftmamajp@yahoo.co.jp

石橋駅／中山駅・伊丹駅・塚口駅 JUST ONE

鳥取市／奈良市 瀧本　信子 babayaga40@yahoo.co.jp

鳥取駅／大和西大寺駅 Beads studio.baba39

岡山市北区 横山　淳美 blume@po12.oninet.ne.jp

岡山駅 (有)ディ・ブルーメ

岡山市中区 越宗　玉恵 ksmntme@ybb.ne.jp

岡山駅 アトリエ　ベルジェ

080-3805-2268

愛知県 090-3933-2232

三重県 090-3425-1212

滋賀県
京都府

080-6116-2016

岡山県 090-5698-6265

大阪府
兵庫県

090-2065-6596

鳥取県
奈良県

080-5623-3401

岡山県 086-224-4788

大阪府 090-1073-6649

大阪府
奈良県
兵庫県

06-6627-2127

大阪府
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徳島市・阿南市 北村　恭子 sazanka@nmt.ne.jp

二軒屋駅・阿波中島駅 アトリエ　きょうこ
(アートクレイ工房　キタムラ）

http://www.nmt.ne.jp/~sazanka/

松山市／高松市 田中　ゆかり nanaco-kinngyo@tau.e-catv.ne.jp

ああと de nana・co http://ameblo.jp/aatodenana-co/

大村市 吉田　奈留美 narunatsunasu@mac.email.ne.jp

竹松駅 ビーズハーモニー http://ameblo.jp/nasuta3natsugon3/

宮崎市／鹿児島市／大田区・目黒区 山崎　美枝 mail@mimusee.com

木花駅／鹿児島中央駅
田園調布駅・自由が丘駅

手工芸　Musée http://www.mimusee.com

長崎県 0957-55-4934

宮崎県
鹿児島県
東京都

090-9072-8818

徳島県 090-2891-1229

愛媛県
香川県

089-956-5852


