
かんたんに楽しく巻ける！ 

『ディズニーツムツム 巻きずし』（ブティック社）発売記念イベント  

 

『ディズニーツムツム 巻きずし』（ブティック社）をご購入いただいた方に、３つの対象絵柄 

からお好きな絵柄 1つお選びいただき、デコ巻き寿司レッスンをご提供いたします。 
本体 1111円＋税 

 

 

 
 

 

 

 

 

【イベント概要】 
○対  象：『ディズニーツムツム 巻きずし』（ブティック社）をお買い求めいただいた方 

       ※レッスンをご提供する日本デコずし協会の公認教室でも書籍を購入いただけます。 

○開催期間：2015 年12 月19 日～2016年2 月3 日まで 

○対象絵柄：「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「くまのプーさん」（右画像） 

○参加方法：次のページよりご紹介する各公認教室へ直接お問合せのうえ、 

レッスン参加日をご予約ください。 
※レッスン参加当日は、購入時のレシートや領収書、納品書など 

ご購入されたことがわかる控えを必ずご持参ください。 

○参 加 費：1図柄 1,000円（税込）＊指導料および必要な食材代を含みます。 
※ご購入 1 冊につき、ご参加は 1 回限りとさせていただきます。 

○問合せ先：（株）ブティック社 東京都千代田区平河町 1-8-3  

TEL:03-3234-2001（代表） 



『ディズニーツムツム巻き寿司』（ブティック社）デコ巻き寿司レッスンを受けられるお教室一覧 ※直接お教室へお問合せください。

教室名 主催者 都道府県 活動エリア 電話番号 Ｍａｉｌ

みーやんのデコ巻きずし教室 みーやん 北海道 北海道内各地 090-8638-3097 kojika@banbic.net

M`s　かふぇ くろさわまさこ 福島県 福島市 070-5621-9921 t0-t0@oregano.ocn.ne.jp

Deco roll 出津 有理 茨城県 つくば市 newrice.decoroll@gmail.com

デコ巻きずしマイスター小春さんの教室 小春 茨城県 かすみがうら市 090-2413-3568 makimonogu 581@ezweb .ne .jp

Champs de Fleurs Ayako 栃木県 宇都宮市 028-678-6569 info@champs-de-fleurs.net

子連れもokのデコ巻きずし教室 高橋 史代 栃木県
那須塩原市、大田原市、矢板市、
さくら市、那須町、宇都宮市

080-6564-3996 fumiyo.decosushi@gmail.com

salon de allure Ms 栃木県 宇都宮市 090-4965-0296 m09049650296@gmail.com

浪漫華 宮川たま枝 埼玉県 行田市 048-559-1617 littlexxxtowh2000@yahoo.co.jp

maki・maki・caf'e 岡崎 曜子 埼玉県 さいたま市 090-4716-3990 hi.ro-yo.ko-0113@docomo.ne.jp

巻きずし教室HAPPYROLL なかむら みちこ
千葉県
茨城県

船橋市、千葉市、佐倉市、
成田市、つくば市、他

080-5032-1668 happyroll.michi@gmail.com

pikkumyyのデコ巻きずし教室 ふじわらめぐみ 千葉県 松戸市、柏市 revontuli@hotmail.co.jp

Hoppe. きむら やすこ 千葉県 印西市 hoppe.m.sweets@gmail.com

巻きずし教室＊RICE-DREAM＊ いしわた あきこ 千葉県 千葉市、佐倉市、浦安市、成田市、 090-8003-0194 rice.dream888@gmail.com

巻きずしHOUSE すずかけ台 陸川由恵 東京都 町田市 042-796-7963 r.ron.0228@gmail.com

デコ巻きずし教室KURULｌNくるりん 下野 ひとみ 東京都 港区麻布十番 090-1456-5901 kurulin@smile.so-net.jp

Creation by Hands Shi-ko 横山 紫穂 東京都 品川区 090-7241-1311 hands.shi.ko@gmail.com

Coofa 小野 聡子 東京都 狛江市 080-8846-6707 coofa2013@gmail.com

STUDIO TAIYO こばやしみゆき
東京都
埼玉県

板橋区、近隣 090-3340-4486 jannetaiyo@yahoo.co.jp

H*M*S BEE 本山 優子
東京都
神奈川県

町田市、相模原市 1dayshop@live.jp

an ARt 樽本 芸
東京都
神奈川県
山梨県

八王子市、日野市、立川市、
相模原市、町田市

090-1667-0619 anart.888888@gmail.com

巻きずし教室Ryu-Ryu まつ きお
東京都
千葉県

千代田区、千葉市 090-4919-8687 kio.x.x.x.kio@gmail.com



教室名 主催者 都道府県 活動エリア 電話番号 Ｍａｉｌ

ぜんこの楽しいmaki*maki*教室 maki*maki*ぜんこ
東京都
栃木県

八王子市、宇都宮市、日光市 042-638-8184 zen-yatuta@chime.ocn.ne.jp

花てまり 藤井 三枝
神奈川県
栃木県

厚木市、小山市 046-205-7361 wistaria-ma@tbz.t-com.ne.jp

デコ巻きずし教室　月のレッスン 卯月ともみ 神奈川県 横浜市 tukimail@nifty.com

４姉妹ﾏﾏ♡えみﾁｬﾝのデコ巻きずし教室 前田 恵美 神奈川県
横浜市旭区拠点、横浜市内、
神奈川県内、都内

080-5646-5029 emi29emi29@gmail.com

デコ巻きずしや抹茶で和を楽しむ「手鞠庵」 てまり 神奈川県 横浜市、鎌倉市 090-2667-4934 temarian.m@gmail.com

angel smile(エンジェル スマイル) 大八木 和美 神奈川県 横浜市青葉区 angel.smile.koo@gmail.com

スタジオ　Mom's Busy 廣田 冬日 神奈川県 横浜市青葉区 090-6503-1327 momsbusy22@gmail.com

向ヶ丘遊園 森田 多恵子 神奈川県 川崎市 080-3368-1123 arahisoy@hotmail.com

MARVEL【マーベル】 村山 めぐみ 神奈川県 川崎市麻生区 080-1244-1419 shop＠lujew.shop-pro.jp

kitchen time
料理・お菓子・パン・デコ巻きずしの教室

石田 和佳子 神奈川県 横浜市港北区大倉山 045-531-0771 wako-i@nifty.com

LUCIFER 北島 祐子 愛知県 名古屋市 052-961-2910 yuko@z-ma.jp

名古屋上前津教室 富田 佐和子 愛知県 名古屋市 090-3254-0677 sawako3853@i.softbank.jp

おすまし巻子のデコ巻き寿司教室
おすまし 巻子
（渡辺由美香）

三重県 津市、県内全域 090-6762-8777 hanahina1606@gmail.com

ふと巻子のデコ巻き寿司教室 ふと 巻子 三重県
津市、鈴鹿市、四日市市、
松阪市、伊勢市

090-1785-6045 makimaki-czk@live.jp

寺子屋　のりころりん のりころりん 京都府 京都市 090-3863-6201 terakoya_norikororin@icloud.com

さぁやのくるりんデコ巻き寿司教室 大嶋 明香 京都府 福知山市 080-1406-9717 baby-doll.sayapooh@docomo.ne.jp

デコ巻きずし教室Happy Roll 石田 ゆう子 京都府 京都市 090-3978-9337 boomerang_hook_d-o-b@gaia.eonet.ne.jp

小巻のデコずし教室 飾 小巻 大阪府 大阪市住吉区帝塚山 090-4763-5476 tsunemai@gmail.com

パンとデコ巻きずし教室aoai25 にこ巻子 大阪府
大東市、四条畷市、東大阪市、
門真市

080-7880-4160 aoai2525@yahoo.co.jp

海苔巻すし子のデコ巻きずし教室 海苔巻すし子 大阪府 和泉市 090-2700-2450 norimaki-sushiko@sweet.zaq.jp

笑　巻子のデコ巻きずし教室 笑 巻子 大阪府 箕面市、吹田市、豊中市 090-8122-2599 warai-makiko@outlook.jp

寿し巻子'S デコずしキッチン 寿し 巻子 大阪府 堺市中区田園 090-5887-7827 1043-ikeda@sakai.zaq.ne.jp



教室名 主催者 都道府県 活動エリア 電話番号 Ｍａｉｌ

デコマキ教室 瀬戸 康子 大阪府 豊中市 090-1442-3473

放出教室 根岸 加数代 大阪府 大阪市 090-4307-4011 tournesol0701@yahoo.co.jp

Happy　Smileデコ巻き教室 ｈａｐｐｙ 大阪府 河内長野市、富田林市、南河内郡 0721-65-6224 tampopopopo@yahoo.co,jp

Baum デコ巻き寿司教室 Baum 大阪府 河内長野市 090-9885-2536 henna.baum@gmail.com

デコ巻き寿司教室「とよの」 とよの巻子 大阪府 豊能郡 090-5054-8165 twtsk28@mail.goo.ne.jp

デコ巻き寿司教室　RoLL-Yumi RoLL-Yumi
大阪府
京都府

大阪市阿倍野区、堺市北区、
京都市伏見区

090-3848-2916 yumi.yumi.happy.86@gmail.com

☆ミニ巻子の巻き巻き教室〜☆ ミニ 巻子
大阪府
兵庫県

大阪市、枚方市、 080-5715-8533 mii.mii.0301@i.softbank.jp

シュシュコフレデコずし教室
咲 まきこ
（えみまきこ）

大阪府
兵庫県

八尾市、東大阪市、羽曳野市、松原市、
藤井寺市、門真市、大東市、加古川市

090-7355-5084 dolce-vita.no1@docomo.ne.jp

飾巻子のデコ寿司教室 飾 巻子
大阪府
兵庫県
奈良県

住吉区、神戸市、奈良市 080-5702-1698 info@manoclasse-emi.com

ほんのり うずまきこ
大阪府
和歌山県

泉佐野市、貝塚市、岸和田市、
泉南、阪南、和歌山市

090-3921-0009 uzumakiko55@gmail.com

デコ巻きずし教室 細 巻子
大阪府
和歌山県

堺市、和歌山市 090-7768-3047 tsunerin24@gmail.com

ＳＴＵＤＩＯＣＯＬＯＲ 多木佐瑤子 兵庫県 神戸市中央区 090-1420-2733 info@studiocolor

orange＊bird -デコ巻きずし教室 コマキ 兵庫県 三木市加佐 080-5322-5187 m-komakimaki -orangebird@ezweb.ne.jp

こまゆのデコずし教室 こまゆ
兵庫県
京都府
大阪府

三田、神戸周辺地域 079-556-5598 komayu_sushi@yahoo.co.jp

モモケル＠猫田商事 モモケル
兵庫県
大阪府

西宮市、芦屋市、尼崎市、
伊丹市、垂水、北区、福島区

0798-72-6664
090-5123-5526

momo.222neko@gmail.com

Ensoleille'〜陽だまり 青山 さおり 奈良県 「磯城郡」、「大和郡山市」 090-1225-6623 kirari-7716@docomo.ne.jp

アトリエ　ＪｉＪｉ さくら巻子 奈良県 北葛城郡 090-3947-9745 atelier.jiji.makimaki@gmail.com

DECOLENE ELLIY STUDIO 山中 絵里 奈良県 香芝市、橿原市 090-2101-9509 eririn-59-nirire@docomo.ne.jp

デコ巻き工房mai 榑沼 麻衣子 奈良県 橿原市、大和高田市、高市郡 080-6123-4029 maimai05jan@ezweb.ne.jp



教室名 主催者 都道府県 活動エリア 電話番号 Ｍａｉｌ

花巻子のデコずし教室 花巻子
奈良県
京都府
大阪府

生駒市、奈良市、生駒郡、京都市、
宇治市、相楽郡、大阪市、寝屋川市、
枚方市、四條畷市

090-4277-7314 hanamakiko1219@gmail.com

デコ巻きさくらのデコ巻きずしキッチン デコ巻き さくら 和歌山県 和歌山市 05-0339-41472 decomakisakura@gmail.com

M's Roll Club Misaki 岡山県 岡山市 090-1658-1481 misakihanko@yahoo.co.jp

おうち教室Ｒｉｋｋｏ（第２教室） 武田折恵 広島県 広島市安佐北区 090-9463-4759 Gangan19parizumu62kirara@outlook.jp

もみじ巻子のデコ巻きずし教室 もみじ巻子 広島県 広島市西区 080-3056-5960 dream_ma2@i.saoftbank.jp

デコすし教室　ｃｈｉｅｎｏａｗ 佐藤 智美 広島県 府中市、　福山市 0847-45-1580 chienowa5651@hb.tp1.jp

おこめ巻子のデコ巻き寿司教室 おこめ巻子 山口県 下関市、宇部市、山口市 080-3874-0429 belltan-elegans@jcom.home.ne.jp

野梨のりこデコすし教室 野梨のりこ 香川県 高松市 090-7782-3869 norinoriko.2014619@gmail.com

くるっとデコずし講座 野梨真樹子 愛媛県 松山市 090-4782-8738 nanaco-kinngyo@tau.e-catv.ne.jp

飾り巻き寿司教室 でこまき そうだまさみ 熊本県 熊本市 090-6776-0205 decomaki9696@gmail.com

お寿司大好き倶楽部 石井 久美 大分県 別府市、大分市、大分県内 080-5209-6109 kerorin.fight.kake.5@gmail.com

kawanoの台所 河野 叔子 大分県 竹田市、大分市、別府市 090-5383-1492 kawano-m@joy.ocn.ne.jp

くるりんおまきデコ巻き寿司教室 くるりんおまき
沖縄市
北九州市

沖縄市、北九州市 090-6674-0305 highmt93@gmail.com


	＜最終＞詳細＆お教室ページ20151211
	ツムツムイベント教室リスト



