く巻いて！み んな 笑 顔 に！
楽し

デコ巻きずし

認定講 座

通信
& 通学

1

3課題

STEP

2

STEP

デコ巻きずしマイスター
小春さんの教室

〈主宰者：出津有理〉

〈主宰者：野口 みはる
（小春）〉

栃木

請 求 を！

2 級ディプロマ講座（入門）

日本デコずし協会

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22
三富ビル本館5階
㈱オールアバウトライフワークス内

0120-560-187

〈主宰者：おの まなみ〉
edogawa4152501@gmail.com

☎ 090-2655-9158

http://deco-sushi.com

デコ巻き寿司インストラクターになるためのスキルを修得します。

日本デコずし協会

北海道
全国

全国のお教室一覧
※詳しくは各お教室にお問い合せください

宮城
岩手

所在地◆ 伊奈町、県内全域（応相談）
最寄駅◆ 丸山駅、春日部駅、久喜駅、羽生駅、三郷駅など

みんな喜ぶデコ巻きずし教室
〈主宰者：松本 綾子〉

所在地◆ 全域
最寄駅◆ 東葉高速鉄道、新京成線、JR線、TX線

食を飾るフードアートHAPPYROLL
〈主宰者：なかむら みちこ〉

きむ姉さんのデコ巻きずし教室
Hoppe.

〈主宰者：いしわた あきこ〉

〈主宰者：きむら やすこ〉

rice.dream888@gmail.com

千葉
東京

☎ 090-8003-0194

所在地◆ 松戸市、柏市／足立区、葛飾区
最寄駅◆ 松戸駅、新松戸駅／北小金駅、
柏の葉キャンパス駅、五反野駅、北千住駅、綾瀬駅

hoppe.m.sweets@gmail.com

千葉
東京
宮城

所在地◆ 千葉県内／東京都内／仙台市内
（訪問授業）
最寄駅◆ 海神駅

ぴっくみゅーのデコフード教室

おもしろデコ巻きずし教室
おいしいエプロン

〈主宰者：ふじわら めぐみ〉

〈主宰者：松原 聖絵〉

revontuli@hotmail.co.jp

東京
沖縄

☎ 090-5505-1856

所在地◆ 渋谷区、港区／那覇市
最寄駅◆ 恵比寿駅、広尾駅、県庁前駅

4269sk@gmail.com

東京

☎ 090-9012-1929

所在地◆ 中央区
最寄駅◆ 勝どき駅

パフスリーブス

Rcoco sushi 教室
〈主宰者：大塚 りか〉

☎ 090-8638-3097

所在地◆ 気仙沼市／一関市
最寄駅◆ 気仙沼駅／一ノ関駅

☎ 090-7525-0305

所在地◆ 郡山市、須賀川市、
白河市
最寄駅◆ 須賀川駅

apricot̲satomi̲3103@yahoo.co.jp ☎ 090-7337-1234

山形

所在地◆ 山形市、山形県内全域
最寄駅◆ 山形駅

☎ 023-647-2526

hatsue@ﬂower-pure.com

福島

M ｓかふぇ
〈主宰者：
くろさわまさこ〉

所在地◆ 郡山市
最寄駅◆ 郡山駅

masakobuta@i.softbank.jp

茨城

☎ 070-5621-9921

所在地◆ 土浦市、
つくば市、近郊
最寄駅◆ JR常磐線荒川沖駅

ホビー工房SAKAid

巻きずし工房

スターダスト☆mikasha

〈主宰者：境田 美代子〉

〈主宰者：芳賀 栄子〉

〈主宰者：青木 美加〉

o8o10617142@docomo.ne.jp

☎ 080-1061-7142

stardustmikasha@gmail.com

☎ 090-4846-9096

☎ 042-796-7963

所在地◆ 狛江市
最寄駅◆ 小田急線狛江駅

miwako.ashida@gmail.com

東京

所在地◆ 港区
最寄駅◆ 表参道駅

r.coco@rika-otsuka.jp

東京

所在地◆ 東村山市秋津町
最寄駅◆ 武蔵野線新秋津駅、西武池袋線所沢駅

Coofa

Aoyama Kitchen

小鴎Bio Life 和食料理教室

〈主宰者：かおる〉

〈主宰者：ショウオウ〉

☎ 03-5761-8271

所在地◆ 渋谷区、江戸川区／佐倉市
最寄駅◆ 千代田線代々木上原駅、JR小岩駅／
東葉高速勝田台駅

巻きずし教室聞寿庵
tamtam9999@gmail.com

☎ 090-4537-8491

所在地◆ 宇都宮市／相模原市、大和市／
八王子市、関東近郊地域出張可能
最寄駅◆ 田園都市線つきみ野駅／JR宇都宮駅

ぜんこのmaki＊maki＊教室
〈主宰者：西澤 善子〉
maki.maki.zenko@gmail.com

☎ 050-5316-5065

☎ 03-5766-2251

aoyama-kitchen@deatre.com

神奈川

所在地◆ 横浜市青葉区、大和市
最寄駅◆ こどもの国線恩田駅

biolife2205@gmail.com

神奈川

☎ 080-4628-0411

所在地◆ 横浜市青葉区、神奈川県全域
最寄駅◆ 青葉台駅

angel smile（エンジェル スマイル)

スタジオ Mom s Busy

〈主宰者：大八木 和美〉

〈主宰者：佐藤 理恵〉

〈主宰者：田村 みゆき〉

神奈川
栃木
東京

☎ 090-7809-8640

〈主宰者：小野 聡子〉
coofa2013@gmail.com

東京
千葉

所在地◆ 福島市、仙台市
最寄駅◆ 福島駅

NAOの教室
☎ 080-1852-4641

東京

〈主宰者：多田 葉津恵〉

〈主宰者：菅野 尚子〉
hinata-yume@docomo.ne.jp

r.ron.0228@gmail.com

山形デコ巻きクラブ
（フラワースクールピュア）

DECO sキッチン

mhobby-art52sakaida@docomo.ne.jp ☎ 090-7932-2172

美味しく♪楽しく♪お米文化を
広げるお教室 ＊RICE-DREAM＊

〈主宰者：芦田 美和子〉

syukie@k-macs.ne.jp

福島

所在地◆ 印西市／鹿嶋市
最寄駅◆ 千葉ニュータウン中央駅／鹿島神宮駅

〈主宰者：陸川 由恵〉

〈主宰者チェリー巻子／畠山 優子〉

所在地◆ 郡山市
最寄駅◆ 郡山駅

千葉
茨城

巻きずし HOUSE すずかけ台

〈主宰者：巻 すし絵
（菅原幸枝）〉

premiere2030@icloud.com ☎ 023-673-2775（FAX）

所在地◆ 町田市 南つくし野
最寄駅◆ 田園都市線すずかけ台駅

所在地◆ 千葉市、佐倉市、千葉県内全域出張応相談
最寄駅◆ 稲毛駅、千葉寺駅、物井駅

☎ 090-6031-5938

〈主宰者：梅村 里美〉

〈主宰者：長谷川 千昌〉

福島

東京

☎ 080-5032-1668

千葉

mimako.107@gmail.com

アトリエApricot

巻 すし絵のデコ巻きずし教室

所在地◆ 山形県内各地／仙台市内 開催各地

☎ 090-5401-6528

hi.ro-yo.ko-0113@docomo.ne.jp ☎ 090-4716-3990

デコ巻きずし教室☆彡

mylifework
☎ 090-2983-3919

所在地◆ 弘前市、青森市
最寄駅◆ 弘前駅、青森駅

☎ 080-6564-3996

〈主宰者：デコ巻きずし北海道支部〉
kojika@bambic.net

所在地◆ 大船渡市、陸前高田市、気仙郡住田町
最寄駅◆ 盛駅

青森

所在地◆さいたま市大宮区・北区、久喜市、行田市
最寄駅◆ 大宮駅、久喜駅、行田駅

埼玉

〈主宰者：下山 美奈子〉

Facebookページでも情報配信中！

所在地◆ 全道各地
最寄駅◆ 札幌駅

所在地◆さいたま市、川口市、越谷市
最寄駅◆ 浦和駅、北浦和駅、東浦和駅

クラフトハウス Rose Mi-

千葉
茨城
検索

埼玉

〈主宰者：岡崎 曜子〉

mtmtayk75@gmail.com

d-sushi@gakusyu-f.jp

マイスター認定講座

デコ巻きずし認定講座

福島

Challenge DECO

maki-maki-cafe

happyroll.michi@gmail.com

山形
宮城

☎ 090-2413-3568

所在地◆ 栃木市、佐野市、足利市、小山市、鹿沼市、
宇都宮市／結城市、古河市／太田市、館林市、
板倉町／埼玉県など近隣の市区町村
最寄駅◆ 栃木駅

〈主宰者：髙橋 史代〉

埼玉

お問い合せ先

1級ディプロマ講座

mylifework55@gmail.com

makimonogucchi@gmail.com

栃木
茨城
群馬
埼玉

子連れもOK！のデコ巻きずし教室

https://www.facebook.com/decosushi

岩手

☎ 090-5503-2547

所在地◆ 那須塩原市、
さくら市、宇都宮市など
栃木県央から県北地域 最寄駅◆ 西那須野駅

fumiyo.decosushi@gmail.com

詳しくは資 料

ワンランク上のテクニックと、応用力を学びます。

3

8課題

所在地◆ かすみがうら市、土浦市
最寄駅◆ 神立駅

デコ巻きずし・デコもち・
デコ和菓子教室Ｄｅｃｏｒｏｌ
ｌ
newrice.decoroll@gmail.com

家庭でデコ巻き寿司を楽しむための基本テクニックを学びます。

8課題

茨城

認定 一般財団法人 生涯学習開発財団

「動物」や「お花」、
「キャラクター」や「文字」など、とってもキュートな絵柄を
楽しみながら巻いていくことで、普段の食卓やお弁当、
パーティーの一品メニューまで、様々なシーンですぐに活かせる「デコ巻き寿司」の
テクニックが習得できます。初心者から経験者まで幅広いニーズにお応えいたします。

STEP

所在地◆ 牛久市、
つくば市、土浦市、
その他近隣市町村 最寄駅◆ 牛久駅

茨城

angel.smile.koo@gmail.com

神奈川
東京

☎ 080-5860-1206

所在地◆ 横浜市全域、神奈川県内／都内、出張OK
最寄駅◆ 横浜駅、上大岡駅、洋光台駅、港南中央駅

手鞠庵

神奈川

☎ 070-4382-4080

所在地◆ 川崎市多摩区
最寄駅◆ 向ヶ丘遊園駅、登戸駅

デコ巻き寿司 向ヶ丘遊園教室

〈主宰者：てまり〉
temarian.m@gmail.com

momsbusy.5050@gmail.com

☎ 090-2667-4934

〈主宰者：森田 多恵子〉
arahisoy@hotmail.com

☎ 080-3368-1123

山梨

所在地◆ 甲府市、
甲斐市、
甲州市
最寄駅◆ 塩山駅、
甲府駅

愛知

所在地◆ 名古屋市その近郊
最寄駅◆ 地下鉄上前津駅、JR鶴舞

みや巻子デコ巻き教室

たまに 巻代のデコ巻きすし教室

orange＊bird-M

〈主宰者：宮﨑 惠子〉

〈主宰者：たまに 巻代
（山本昌代）〉

〈主宰者：コマキ〉

☎ 090-4723-8210

所在地◆ 名古屋市全域、尾張地区、長久手市、
豊山町、一宮市 最寄駅◆ 西春駅、上小田井駅

harumi0103@outlook.jp

☎ 080-3377-7958

所在地◆ 知多郡南知多町
最寄駅◆ 内海駅、河和駅

愛知

sawako3853@i.softbank.jp

三重

☎ 090-3254-0677

所在地◆ 三重県、東海エリア
最寄駅◆ 久居駅

〈主宰者：415まきこ〉

kuryunakaza1012@gmail.com

☎ 090-9937-6835

所在地◆ 津市、三重県全域
最寄駅◆ 津新町駅、津駅
（岩田町停）

ふと巻子のデコ巻きずし教室
〈主宰者：ふと 巻子／柳川 千鶴子〉
makimaki-czk@live.jp

☎ 090-1785-6045

所在地◆ 堺市、和泉市、八尾市、平野区
最寄駅◆ 泉ヶ丘駅

yogo@teradeko.com

☆おすまし 巻子の
デコ巻き寿司&デコもち教室☆

☎ 090-5887-7827

所在地◆ 泉佐野市、大阪府全域／和歌山県全域
最寄駅◆ 泉佐野駅、
りんくうタウン駅

hanahina1606@gmail.com

☎ 090-6762-8777

所在地◆ 大東市、大阪市、東大阪市、門真市、
四条畷市 最寄駅◆ JR鴻池新田駅

大阪

デコ和菓子＆
デコ巻きずし教室aoai25
aoai2525@yahoo.co.jp

大阪
京都

☎ 080-7880-4160

所在地◆ 大阪市阿倍野区／京都市中京区
最寄駅◆ 御堂筋線西田辺／阪急烏丸駅

デコ寿司教室●Roll-yumi

〈主宰者：
うずまきこ〉

〈主宰者：Roll-yumi
（ロールゆみ）〉

☎ 090-3921-0009

所在地◆ 豊中市、大阪市、摂津市
最寄駅◆ 桃山台駅

所在地◆ 大阪市／奈良市／神戸市
最寄駅◆ 天王寺駅／奈良駅／三宮駅

飾巻子の
デコ巻きずし教室

〈主宰者：とよの 巻子〉

☎ 090-5054-8165

所在地◆ 河内長野市、富田林市、南河内、
近隣地域出張 最寄駅◆ 南海高野線美加の台駅、
三日市町駅、河内長野駅

ＨａｐｐｙＳｍｉ
ｌｅ
アートぱん＆デコ巻きずし教室
〈主宰者：畑 たみこ〉

tampopopopo@yahoo.co.jp

☎ 090-1225-5089

☎ 090-8122-2599

大阪
和歌山

☎ 080-5702-1698

所在地◆ 堺市、大阪府全域
（出張応相談）
／和歌山市
最寄駅◆ 鳳駅、堺東駅、北花田駅／六十谷駅、紀伊駅

細 巻子のデコ巻きずし・
デコもち教室 和み倶楽部
〈主宰者：細 巻子〉
tsunerin24@gmail.com

☎ 090-7768-3047

〈主宰者：青山 さおり〉

☎ 0797-35-6501

所在地◆ 和歌山市
最寄駅◆ 和歌山大学前駅

岡山
香川

倉敷.料理屋女将ちゃんの
デコ巻きずしレッスン

〈主宰者：咲
（えみ）
まきこ〉

〈主宰者：デコリーヌ女将.ミサコ〉

所在地◆ 富田林市、南大阪
最寄駅◆ 近鉄富田林駅

所在地◆ 生駒市、奈良市／京都市／新宿区
（出張可能）最寄駅◆ 東生駒駅、菜畑駅

okamichan@dekomaki.name

山口

☎ 086-485-2240

所在地◆ 山陽小野田市、山口市、周南市、下松市
最寄駅◆ JR小野田線南中川駅

アトリエJiJi

〈主宰者：花 巻子〉

〈主宰者：
さくら巻子
（吉田 眞美子）〉

☎ 090-4277-7314

所在地◆ 紀の川市、岩出市、
かつらぎ町、
和歌山市一部 最寄駅◆ 粉河駅

力寿しのデコ巻き教室
〈主宰者：紀の川巻子
（藏端 小百合）〉
sa13pare@gmail.com

☎ 090-1894-4518

所在地◆ 広島市西区、中区、佐伯区、安佐南区
最寄駅◆ 古江
（バス停）

atelier.jiji.makimaki@gmail.com

和歌山
大阪

☎ 090-3947-9745

所在地◆ 和歌山県紀の川市、和歌山県全域／大阪府全域
最寄駅◆ JR下井阪駅／日根野駅、泉南駅、熊取駅

ナンシー巻き子のデコ巻き寿司＆
デコもち体験教室
Make A Wish（メイクアウィッシュ）
〈主宰者：ナンシー巻き子〉
naomingworld1220@yahoo.co.jp ☎ 090-1952-3288

広島

所在地◆ 広島市安佐北区深川
最寄駅◆ 下深川駅、地区センター停

もみじ巻子のデコ巻きずし教室

おうち教室Rikko

〈主宰者：もみじ 巻子
（小西素子）〉

〈主宰者：武田 折恵〉

salondeaimer3@yahoo.co.jp

徳島

☎ 080-3056-5960

所在地◆ 吉野川市、西部美馬市三好市、小松島市
最寄駅◆ 阿波川島駅

Gangan19parizumu62kirara@outlook.jp ☎ 090-9463-4759

徳島

所在地◆ 徳島市、鳴門市、阿南市、板野郡全域
最寄駅◆ 徳島駅、勝瑞駅

ノリちゃんと海苔２巻っきー

デコ巻smile

徳島デコ巻き Happy de-co

〈主宰者：髙井 智美〉

〈主宰者：海苔 nori 巻子〉

〈主宰者：ユカポン
（大草ゆかり）〉

〈主宰者：アキポン
（はらだあきこ）〉

☎ 090-1918-4789

所在地◆ 堺市、大阪府全域
（出張応相談）
最寄駅◆ 鳳駅

yorozu119@gmail.com

香川
高知

☎ 090-1557-2369

所在地◆ 香川県全域／高知県全域
最寄駅◆ JR高松駅他

yjt99ngrnse7d6kx437v@docomo.ne.jp ☎ 090-9450-7444

愛媛

所在地◆ 松山市
最寄駅◆ 北立花
（バス停）

ゆか巻子のデコ巻きずし教室

野梨のりこのデコずし教室

野梨真樹子のデコずし教室

〈主宰者：ゆか巻子〉

〈主宰者：野梨 のりこ〉

〈主宰者：野梨 真樹子
（たなかゆかり）〉

yukamakiko0203@gmail.com

大阪

所在地◆ 北葛城郡、香芝市／大阪市
最寄駅◆ JR王寺駅、近鉄王寺駅、近鉄新王寺駅

花巻子のデコずし教室

hanamakiko1219@gmail.com

広島

☎ 090-1225-6623

Beans Kitchen
toi.beans.kitchen@gmail.com

大阪

所在地◆ 岡山市、倉敷市、玉野市、坂出市
最寄駅◆ＪＲ瀬戸大橋線植松駅

シュシュコフレット
デコ巻きずし教室♪
☎ 090-7355-5084

奈良
大阪

〈主宰者：かおり 巻子〉

大阪
京都
兵庫

所在地◆ 八尾市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、
東大阪市／京都市 最寄駅◆ 近鉄八尾駅

奈良
京都
大阪
東京

和歌山

☎ 080-4244-2784

所在地◆ 大和郡山市、磯城郡
最寄駅◆ 近鉄郡山駅、JR郡山駅、近鉄田原本駅

hidamari.en@gmail.com

かおり巻子デコ巻き寿司
& デコもち教室
therollingsushies@gmail.com

奈良

suzuranmakikosakura@gmail.com ☎ 090-8750-4013

☎ 0747-25-3991

uepy104@gmail.com

〈主宰者：飾 巻子〉
info@manoclasse-emi.com

きんぎょcafe☆陽だまり

〈主宰者：すずらん♪巻子
（橋本 容子）〉

所在地◆ 五條市
最寄駅◆ JR五条駅

和歌山
全国

☎ 080-5322-5187

すずらん♪巻子のデコ巻きずし教室

rickwakakusamusic@i.softbank.jp ☎ 090-3979-1978

〈主宰者：桃 巻子〉

〈主宰者：笑 巻子〉

デコ巻き教室「とよの」
twtsk28@mail.goo.ne.jp

所在地◆ 東大阪市若江本町
（自宅教室）
、
近畿圏内講習可 最寄駅◆ 近鉄奈良線若江岩田駅

m-komakimaki87@gmail.com

お花とデコ巻きずし＆
デコもち教室

hana@seika-co.jp

桃巻子アートぱん、デコ寿司、
デコ餅教室

笑巻子のデコ巻きずし教室

大阪
奈良
兵庫

所在地◆ 豊能郡
最寄駅◆ 能勢電鉄山下駅

大阪

☎ 090-2358-3557

所在地◆ 神戸市
最寄駅◆ 神戸電鉄、鈴蘭台駅

〈主宰者：プリ巻美
（長井 睦美）〉

奈良

☎ 090-4270-2339

兵庫

〈主宰者：津野 佐知子〉

ohana120731@i.softbank.jp

keiton0604@gmail.com

最寄駅◆ JR芦屋駅／大阪駅、梅田駅／新宿駅／
静岡駅／おもろまち駅

わかくさデコ巻き教室

大阪

warai-makiko@outlook.jp

兵庫
大阪
東京
静岡
沖縄

☎ 072-799-4694

〈主宰者：巻子・デラックス〉

大阪
兵庫

〈主宰者：瀬戸 康子〉

jl3jcb@maia.eonet.ne.jp

巻子・デラックスの巻き巻き教室

dolce-vita.no1@docom.ne.jp

所在地◆ 箕面市、吹田市、豊中市、茨木市、大阪市
最寄駅◆ 千里中央駅、北千里駅、豊川駅、
小野原バス停

☎ 090-5603-0625

所在地◆ 東近江市、近江八幡市、大津市、草津市、
滋賀全域 最寄駅◆ JR能登川、近江八幡

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

なごみサロンがお
gaoyasuko03111002@docomo.ne.jp ☎ 090-1442-3473

滋賀

〈主宰者：にこ 巻子〉

うずまきこ古民家つばめ教室
info@uzumakiko.jp

m.t.o.love.4763@docomo.ne.jp

〈主宰者：おすまし 巻子〉

〈主宰者：寿し 巻子〉
1043-ikeda@sakai.zaq.ne.jp

☎ 090-5536-7557

所在地◆ 津市、松阪市、伊勢市、県内全域
最寄駅◆ 近鉄久居駅、南ヶ丘駅

三重

寿し巻子'S デコずしキッチン

大阪
ベトナム
ハノイ

所在地◆ 三木市
最寄駅◆ 神鉄三木上の丸駅

〈主宰者：富田 佐和子〉

〈主宰者：おくり でこ〉

大阪

兵庫

名古屋上前津教室

〈主宰者：
くみ まきこ〉

大阪

所在地◆ 大阪府／京都府全域
最寄駅◆ 阪急茨木市駅

〈主宰者：
くるり はる〉

415デコ巻き寿司レッスン

大阪
和歌山

大阪
京都

デコ寿司教室 くるり

寺デコくらぶ

大阪

所在地◆ 川西市／能勢町
最寄駅◆ JR川西池田駅／阪急川西能勢口駅

mimieden

くみまきこデコ巻きずし教室

三重

大阪
兵庫

〈主宰者：沼田 美奈〉
mimieden21@yahoo.co.jp

愛知

所在地◆ 富山市 近隣地域
最寄駅◆ 富山駅

富山

☎ 090-5058-9584

所在地◆ 堺市、大阪府全域、
出張レッスン可能
最寄駅◆ JR鳳駅、JR新家駅、南海高野線堺東駅

Heart Food Labo
デコ巻きずし&デコもち教室
〈主宰者：松山 智美〉
tomo@heartfoodlabo.com

☎ 090-1951-0302

norinoriko.20140619@gmail.com ☎ 090-7782-3869

熊本

所在地◆ 熊本市
最寄駅◆ JR上熊本駅、市電本妙寺入口電停

nanaco-kingyo@i.softbank.jp

大分

☎ 090-4782-8738

所在地◆ 別府市、大分市、大分県内
最寄駅◆ 別府大学駅

g479ef2c72zbxc5@softbank.ne.jp ☎ 090-6283-6500

熊本

所在地◆ 熊本県全域
最寄駅◆ 熊本駅

飾り巻き寿司教室【でこまき】
〈主宰者：そうだ まさみ〉
decomaki9696@gmail.com

大分

☎ 090-6776-0205

所在地◆ 竹田市、大分市、別府市
最寄駅◆ＪＲ豊後竹田駅

DECO-HANA

kerorinちゃんの手作り教室

kawanoの台所

〈主宰者：西岡 里美〉

〈主宰者：デコ巻子(石井久美)〉

〈主宰者：河野 叔子〉

decomakihana1@gmail.com

kerorin.ﬁght.kake.5@gmail.com

☎ 080-5209-6109

kawano-m@joy.ocn.ne.jp

☎ 090-5383-1492

