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都道府県
梅村　里美

阿部　由美

山内　小百合

山岸　陽子

小林　美代子

菊地　斉子

飯塚　恵里香

高取　玉江

植木　理志

河野　幸恵

佐川　いつみ

鈴木　恵子

廣島　美香子

青木　恵理

木下 百合子

古藤田　有夏

佐藤　和枝

常藤　容子

中島　明美
東京都

神奈川県

Atelier　lilybell（リリーベル）
世田谷区、川崎市 080-1144-8221

[用賀駅、世田谷駅、溝の口駅、高津駅、二子新地駅] info@lily-bell.com

作りたい気持ちを大切に、基礎から応用まで個々に合わせたレッスンをしています。

東京都

千葉県

アトリエテイスト YOKO
台東区、千葉市、成田市、四街道市 090-8018-9779

[浅草橋駅、千葉駅、成田駅、四街道駅] tastestyle@live.jp

初心者から経験者まで、わかりやすく、親切丁寧なレッスン。素敵なアクセサリー作りを一緒に楽しみましょう♪

東京都
アクセサリー工房Sugar（シュガー）

大田区 090-4240-3430

[池上線長原駅] keme@wg8.so-net.ne.jp

池上線長原駅より徒歩１分のアトリエです。個々の希望に合わせてレッスンしています

東京都
ビーズ工房　マリアベルナデッタ

国立市 090-4931-9941

[国立、谷保、聖蹟桜ヶ丘] beads_y1973@yahoo.co.jp
ハンドメイドに囲まれる素敵な教室で、ビーズのひと時、始めませんか？

東京都
BEADVA(ビズバ)

大田区  池上 03-3754-1898

[東急池上線池上駅] lily510110＠yahoo.co.jp

東急線池上駅徒歩5分 自宅での教室で楽しくレッスンしています。
小さなビーズから生まれる素敵な作品作りをお手伝いせていただきます。レッスン日お時間ご相談下さい。

東京都
ビーズアクセサリーBlue-Bell

墨田区、足立区 080-5457-9792

[押上駅、曳舟駅、西新井駅、梅田駅、竹ノ塚駅] bluebell@s6.dion.ne.jp

ひとりひとりのレベルに合わせて、丁寧にお教えします。

千葉県
マノファーレ

印西市 080-5095-9932

[小林駅] large-ile0711@hotmail.co.jp

駐車スペースあります。お気軽にお越しください。

千葉県
Beads.Lily☆K

千葉市中央区、美浜区、習志野市 043-277-9570

[蘇我駅、稲毛海岸駅、津田沼駅] keikoyuri@mx36.tiki.ne.jp

マイペースで楽しめるお教室です。体験会随時（お問い合わせください）

千葉県

茨城県

ビーズ工房　みんと
野田市、柏市、つくば市 090-1702-5800

[愛宕駅、柏駅] beads-mint@tbz.t-com.nejp

少人数でアットホームな雰囲気です。駅までの送迎あり。

千葉県

Craft school Coup de Poing

（クラフトスクール クードポワン）

千葉市、八千代市、船橋市 070-6470-9122

[八千代台駅、船橋競馬場駅] school@coup-de-poing.com

八千代台駅から徒歩５分。
初心者〜ウデに覚えのある方まで大歓迎です。

千葉県
マニュー工房

市川市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市 047-371-8686

[市川駅、新八柱駅、鎌ヶ谷大仏駅、高根公団駅] tomy-u@nifty.com 

どちらの教室、カルチヤーも最寄駅より2，3分です。
20代から80代の方まで楽しく制作していらしゃいます。

埼玉県
び～ず☆TAMA

鶴ヶ島市 080-3596-8474

[東武東上線若葉駅] yun27843rpv@docomo.ne.jp

レッスン日が選べるアットホームなお教室です♪

埼玉県
**PRINCESS**

朝霞市 090-4393-1028

[朝霞駅] usagipon611@yahoo.co.jp

１クラス４人まで。少人数の教室です。駐車場あります。

栃木県
アトリエそうび

宇都宮市、小山市、河内郡 090-4610-8704

[宇都宮駅、小山駅、雀宮駅] seiko-k@bc5.so-net.ne.jp

いずれの場所も駐車場あります。ご自分のペースで楽しく作りましょう。

茨城県
ビーズジュエリー　美

守谷市、取手市 090-8806-7399

[新守谷駅、藤代駅] bijumarumi1922@gmail.com

日時、お問い合わせください。

福島県
アトリエbijouboxes

福島市 090-7322-1582

[福島駅] elegant-lily.0307@docomo.ne.jp

ヨークカルチャー福島教室と自宅教室です。出張も♪

福島県
Beads Art *Little Lily*

南会津郡南会津町 090-2024-7194

[会津田島駅]

初めての方、大歓迎です。

宮城県
アトリエYumi

宮城県岩沼市 090-7934-9294

[岩沼駅] fuka.rinkou@docomo.ne.jp

少人数でアットホームな雰囲気です

教室名 教室所在地詳細※[　]は最寄駅 主宰者名/連絡先/コメント

青森県

岩手県

埼玉県

アトリエApricot
弘前市、青森市、八戸市、盛岡市、戸田市 090-7337-1234

[弘前駅、青森駅、本八戸駅、盛岡駅、戸田駅] apricot_satomi_3103@yahoo.co.jp

作る楽しさ身に付ける喜びをご一緒しませんか？初心者から経験者迄大歓迎です。

※申込詳細は直接お教室にお問い合わせ下さい。※体験キャンペーンは2016年3月まで。※作品は変更になる場合があります。※表示された価格は消費税8％が含まれています。
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都道府県
ナガツボ　ジュンコ

ひなご　やえこ

平石　幸子

益原　登志子

開発　真優美

西島　実雪

慶本　純希

野島　睦美

M beads

山中　由希子

佐渡　英子

高畑　玲香

江端　弥栄

中井　恵子

中森　弘馨

安田　和美

宮地　左知子

百合　貴美子

河野　由美子

福井　麗子

高橋　姿子

曽我　尚子

道家  太紀

河野　みゆき

立元　昌子

追立　美幸
鹿児島県 ビーズ＆クラフト工房　ナティーオ

鹿児島市 099-265-2231

[谷山駅] info@natio.jp

初めての方でも　楽しく学べるお教室です♪　随時受付可　（休・火日/駐・有）

宮崎県

宮日アイカルチャーセンター

イオンモール宮崎

宮崎市 090-5291-5493

[宮崎駅]

イオンの中にありますのでとても便利です。

大分県 Atelier　Leclat
大分市、佐伯市 090-4584-8817

[大分駅、高城駅、佐伯駅] yoshi94kei97@ezweb.ne.jp
ご一緒に、楽しくジュエリー作りをしませんか？

熊本県 アトリエ  Nature(ナチュール)
熊本市、阿蘇郡、嘉島町、 菊陽町 090-8606-9943

[熊本駅、南阿蘇水の生まれる郷白水高原駅、光の森駅] taki_chan_jp@yahoo.co.jp

マイペースで、基礎から楽しく学べます♪

熊本県 （株）有明楽器カルチャーコース
熊本市 096-382-7708

[健軍、武蔵が丘、大津、長嶺] dunk2005@s3.kcn-tv.ne.jp

糸と針で広がる楽しいビーズの世界、お待ちしております。

愛媛県 つぶ小町
松山市 090-1573-3080

snkt.ttmama424@docomo.ne.jp

楽しく　マイペースで！　手作りを楽しみましょう

徳島県 アクセサリーRei
徳島市 090-2892-7010

happylife201503@yahoo.co.jp

楽しんで♪アクセサリー作りをはじめましょう！！

徳島県

Beads Stitch Garden

（ビーズステッチガーデン）

徳島市国府町 090-5143-8220

[府中駅] tokushimabeads@gmail.com

徳島国府の自宅教室で、ビーズ仲間と共にビーズステッチを。

兵庫県

大阪府
ミルキーブレス

尼崎市、神戸市、大阪市 090-1950-5074

[武庫之荘駅、三宮駅、京橋駅] info@milky-breath.com

お気軽に、お問い合わせ下さい。

兵庫県 スマイルハート
姫路市、加古川市 080-3117-3573

[姫路駅、飾磨駅、別府駅] atelier@smile-heart.info

ご自身のペースでゆっくり楽しんで頂ければ嬉しいです。

大阪府 アトリエCHERRY BLOSSOM
池田市 090-1073-6649

[阪急池田駅] f-yasuda@wombat.zaq.ne.jp

池田駅の改札口を出て1分ご利用しやすくなっております。

大阪府

兵庫県

Quadrifoglio(クアドリフォリオ)
大阪市、豊中市、宝塚市、西宮市 090-7497-1962

[天満橋駅、千里中央駅、宝塚駅、逆瀬川駅、西宮北口駅] foglio-0206@jttk.zaq.ne.jp

<体験会>毎月第1.3.4月曜日、毎月第3日曜日、毎月第1金曜日、毎月第3木曜日　
※要予約

大阪府

兵庫県

奈良県

ＦＳＫアクセサリークラフト教室
大阪市、堺市、神戸市、西宮市、伊丹市、奈良市 090-5066-0607

[天王寺駅、駒川中野駅、上本町駅、堺駅、元町駅] f.s.k@aa.cyberhome.ne.jp

随時体験出来ます、事前に中井迄連絡ください。

大阪府
ピノヴィオレッタ・小阪カルチャー教室

東大阪市 06-6724-0372

[八戸ノ里駅] pinovioletta@ymail.plala.or.jp

30~60才の方が通学中です。教室内で20種余りの講座も楽しく学べます。

京都府 ビーズジュエリー　エクエス・レイ
京都市右京区、下京区 075-384-8374

[嵯峨嵐山駅、四条烏丸駅] epimomo99@car.ocn.ne.jp

嵐山教室は火曜日〜金曜毎日開講。（第1.4金曜を除く）体験会随時・要予約

三重県 ビーズ教室アンジュナ
桑名市 090-9927-0831

[桑名駅] sado@fine.ocn.ne.jp

桑名駅から徒歩約5分です。
さまざまな年齢層の方が楽しんでいらっしゃいます。

愛知県 SNOWBEARビーズ教室
知多市、常滑市、半田市 0562-56-0820

snowbear430@i.softbank.jp

初心者から資格を取りたい方まで、楽しい時間を過ごしましょう♩

愛知県

ビーズ教室～M beadsCLUB～

夢の森カルチャー教室

東海市 050-3576-9621

[南加木屋駅] yff56972@nifty.com

ハンドメイドに囲まれる素敵な教室で、ビーズのひと時、始めませんか？

愛知県 Ai☆Sai★Beads
春日井市 090-2573-7957

[JR高蔵寺駅] aisaibeads@yahoo.co.jp

体験随時。レッスンは個別にて希望日予約対応。駐車場有。交通機関乗り継ぎ便利

福井県 Splash  Ⅱ
あわら市、福井市内、加賀市 090-2372-2008

[芦原温泉駅、福井駅、加賀温泉駅] sumiki-8@mx3.fctv.ne.jp

まずはお問い合わせ下さい♪

富山県 アトリエ・ミューズ
高岡市、射水市、砺波市 090-3768-2523

[高岡駅、小杉駅、砺波駅] miyuki-n5555@ezweb.ne.jp

自宅アトリエ、北日本新聞カルチャー射水、砺波にて昼・夜開催

富山県 true-grace（トゥルーグレース）
富山市、高岡市 090-1313-9574

[富山駅、高岡駅] true-grace@ypost.plala.or.jp

やりたい事、楽しい事がきっと見つかる教室です。

新潟県 あとりえミント
新潟市中央区 090-2151-3065

[新潟駅] toshikotoshiko1004@yahoo.co.jp

あとりえミント教室、メディアシップカルチャー教室があります

神奈川県 Ｓperanza~スペランツア
横浜市、横須賀市 090-5765-4056

[横浜駅、京急富岡駅、六浦駅、県立大学駅] rinamama-2388@docomo.ne.jp

教室名 教室所在地詳細※[　]は最寄駅 主宰者名/連絡先/コメント

東京都
Jobnoel ～ジョブノエル～

豊島区 090-8514-9871

[池袋駅] jobnoel@a.toshima.ne.jp

小人数制での予約レッスンスとなっております。平日の時間が難しい方はご相談の上、土日、夜（18：00〜）のレッスンも可能です。お気軽にお問い合わせください。

東京都

千葉県

茨城県

スタジオ　アミティエ
港区、松戸市、つくば市 090-4395-2062

[新橋駅、上本郷駅、研究学園駅] studio-amitie@nifty.com

すべて駅前。初心者からいろいろな技術が学べます。

※申込詳細は直接お教室にお問い合わせ下さい。※体験キャンペーンは2016年3月まで。※作品は変更になる場合があります。※表示された価格は消費税8％が含まれています。

mailto:yoshi94kei97@ezweb.ne.jp
mailto:yff56972@nifty.com



