
主宰名
(敬称略)

お教室名 都道府県 市区町村 最寄り駅 教室メールアドレス 電話番号 FAX番号 ホームページまたはブログのアドレス

すみえ 工房めがねゆきうさぎ 北海道 札幌市 大通駅、西18丁目駅 megane_yukiusagi@yahoo.co.jp 090-6879-4236 http://meganeyukiusagi.fukuwarai.net

齋藤 正子 プティ　ココ(工房き☆まま) 埼玉県 狭山市 西武新宿線　入曽駅 shok.52@hotmail.co.jp 090-4051-7829

KAORU くらふとじゅえりーくらぶ・りの 埼玉県 草加市 見沼代親水公園 mail@lino.jp.net 050-3635-0883 http://lino.jp.net/

高橋  玲子 Beads Studio Cereza 埼玉県 朝霞市 朝霞台駅 reko_smile3@yahoo.co.jp 090-7260-9127

遠藤 早苗 ビーズアクセサリー「Copine」 埼玉県、東京都
入間市、所沢市、
国分寺市

入間市駅、新所沢駅、国分寺駅 sana@kvd.biglobe.ne.jp 090-1551-0372 04-2962-8227 http://ameblo.jp/awj11111

ふじわらめぐみ ビーズワークショップ　レヴォントゥリ 千葉県、東京都 松戸市／足立区 松戸駅、北小金駅／五反野駅 revontuli@hotmail.co.jp http://revontuli55.blog12.fc2.com/

川船 まき Maple Avenue
東京、千葉、埼
玉、茨城

渋谷区、北区、墨田
区、板橋区 / 柏市、船
橋市 / 春日部市 / 守
谷市

恵比寿、赤羽、錦糸町、成増　/ 柏、柏の葉キャンパス、新船
橋 / 春日部 / 守谷

makimaki4@i.softbank.jp 080-4125-7278 https://ameblo.jp/maple-makimaki/

石黒 かんな ビーズラボ•K 東京都
国分寺市、府中
市、小金井市、台
東区

恋ヶ窪駅、西国分寺駅、府中駅、武蔵小金井駅、浅草橋
駅

kkh38be_celloblk@yahoo.co.jp 080-3012-5832 042-327-5539 https://www.beadslab.jp/

池永 あつ子 アトリエALICE 東京都 世田谷区 等々力駅 atelieralice210@yahoo.co.jp 090-2218-5358

池田 英里子 e-make　ビーズ教室 東京都 三鷹市 吉祥寺駅、井の頭公園駅 eripi910@gmail.com http://ameblo.jp/enjoybeads/

河原 智英 Harmony color 神奈川県 横浜市都筑区 北山田駅 harmonycolor577@gmail.com 090-2535-7793 http://ameblo.jp/lavender577/

美楓(びふう) Handmade Salon   〜Blue-Wind〜 神奈川県 横須賀市、藤沢市 bluewind@amail.plala.or.jp http://www.blue-wind15.com/

ＭＩＹＵ エルミタージュ 神奈川県 横浜市 横浜、阪東橋、黄金町 ermitagebeads@gmail.com 090-2433-0806 http://ameblo.jp/ermitage-beads/

中田 典子 アトリエ  バンビーニ 神奈川県 鎌倉市 大船駅 atelier-bambini@tuba.ocn.ne.jp 090-5563-2154 050-3730-8809 https://www.facebook.com/atelierbambini/

小野 由利子 Ａｙｕｒｉビーズジュエリー 神奈川県 相模原市 橋本駅 ono-yuriko@kvf.biglobe.ne.jp 046-255-5795

吾妻 京瑚 アトリエＫ 神奈川県、静岡県
川崎市、沼津市、
静岡市

鷺沼駅、北山田駅、沼津駅、東静岡駅 atelier7j3k6y@nifty.com 090-4749-3955 044-866-7967 https://ameblo.jp/atelier-brilliant-rose

丸山 真弓 Costume Jewelry Making SEDUMN 新潟県 燕市 燕駅 sedumn@mbr.nifty.com 080-5069-8003 http://ameblo.jp/sedumaurora

舘谷 真由美 Beads  Studio  アミ 富山県 富山市、婦中町 富山駅、千里駅 beads.s.ami.0819@docomo.ne.jp 090-8093-2430 076-469-2494

開発 真優美 ｂｅａｄｓ ｓｔｕｄｉｏ　true-grace 富山県 高岡市、富山市 高岡駅、越中中川駅、富山駅、下奥井駅 true-grace@ypost.plala.or.jp 090-1313-9574 0766-28-1259

竹村 高子 メイのﾋﾞｰｽﾞ教室 長野県 長野市 長野駅　北長野駅 me-meko2450@ric.hi-ho.ne.jp 090-5535-3667 026-295-5868

寺嶋 謡子 Treasure〜y 岐阜県 岐阜市 名鉄柳津駅、JR西岐阜駅 choco.boo.love@gmail.com 090-4085-4429

山本 智世 アトリエHappySpace 静岡県 藤枝市 藤枝駅、西焼津駅 yamamoto.tomoyo2@gmail.com 054-636-6488 054-636-6488 http://www.atelier-happyspace.com/

もちだみお 朝ごはんカフェ　ヨンヒキノネコ 愛知県 尾張旭市 名鉄瀬戸線印場駅、地下鉄東山線藤ヶ丘駅 052-799-8360 052-799-8360 http://ameblo.jp/asagohan-mio/

窪田 澄子 K&S 愛知県 江南市 江南駅・尾張一宮駅 himeka5@ybb.ne.jp 090-8130-3820 0587-81-9107 http://sumiko.rosepink.us/

西田 尚子 Naoko　Beads　Corection 大阪府
大阪中央区、堺市
西区

本町駅、心斎橋駅、浜寺公園駅 naoko.beads@gmail.com 090-8529-9907 072-262-3813 http://ameblo.jp/aritaku1/

木坂 牧子 Largo Mode（ラルゴ モード） 大阪府 大阪市都島区 都島駅、野江内代駅 tn9iz7@bma.biglobe.ne.jp 090-9610-0343 06-6929-8338 http://largomode.web.fc2.com

白川 晴美 VIVI・AN～enjoy craft～ 大阪府 大阪市阿倍野区 天王寺駅、阿倍野橋駅 enjoy-craft@vivi-an.com 090-6208-6280 06-6624-0720 http://www.vivi-an.com

中森 弘馨 Quadrifoglio(クアドリフォリオ) 大阪府、兵庫県
大阪市、豊中市、
宝塚市、西宮市

天満橋駅、少路駅、宝塚駅、逆瀬川駅、西宮北口駅、夙
川駅

foglio-0206@jttk.zaq.ne.jp 090-7497-1962

梅本 亜紀 petit 兵庫県 西宮市 JR甲子園口駅 petit-petit@nyc.odn.ne.jp 090-4901-6611 0798-66-6567 http://ameblo.jp/petit1/

伊集院 佳寿子 Magnolia 兵庫県 神戸市 西神中央駅 beads.magnolia@gmail.com 080-4024-6443

京口 薫 BOITE A BIJOUX 兵庫県 神戸市灘区 阪急六甲, JR六甲道 kaohsyrin-jj@i.softbank.jp 090-8213-3411

池田 理和 corridor R 兵庫県 西宮市 阪急電鉄苦楽園口、夙川駅、JRさくら夙川駅 r-ikeda@sd6.so-net.ne.jp 090-9546-1148 http://ameblo.jp/corridor-r/

櫻井　恭子 ビーズスタジオ・さくら 兵庫県 神戸市 阪急・阪神　春日野道 k.sakura99@gmail.com 080-4231-3699 078-219-9156 http://ameblo.jp/beads-studio-sakura

宮地 左知子 スマイルハート 兵庫県、埼玉県
姫路市、さいたま
市

姫路駅、北浦和駅、東浦和駅 atelier@smile-heart.info 080-3117-3573 079-295-0537 http://www.smile-heart.info/

坂本 久美 Atliele hydrangea(アトリエ ハイドランジア) 福岡県 福岡市 博多駅、天神駅、大濠公園駅 hydrangea.kumi@gmail.com 090-5256-4128 092-751-9100 https://ameblo.jp/hydrangea-kumi/

牛嶌 愛子 あいこくらふと教室 長崎県
長崎市、諫早市、
雲仙市、島原市

長崎駅、諫早駅 wise0655usa@gmail.com 090-2715-3461 https://www.facebook.com/aiko.craft.room

佐藤 真由美 alice～アリス～ 大分県 大分市 高城駅 info.eleftheros@gmail.com 090-4987-8989 097-524-0154 https://www.arice.jp

Bead Art 22号（2017年夏）掲載

「Refined Madison Y Line Necklace and Bracelet Set

（リファインド マディソン Yラインネックレス アンド ブレス セット）」が作れるチェインメイルジュエリーお教室一覧
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