『ハローキティ・ビーズ体験会』お教室情報
都道府県

お教室名

主宰者氏名

お教室住所

TEL

携帯TEL

FAX

メールアドレス

011-376-0687

090-2072-2735

011-376-0687

akerin@poppy.ocn.ne.jp

北海道

アトリエ ピュアスウィート

佐藤 明美

札幌市

北海道

アクセサリーCOSMOS

長村 美香子

千歳市

090-2058-3931

0123-28-3296

accessory_cosmos2010@yahoo.co.jp

青森／岩手

アトリエ Apricot

梅村 里美

弘前市／盛岡市

090-7337-1234

0172-34-8986

apricot_satomi_3103@yahoo.co.jp

福島

アトリエ teru

草野 輝美

いわき市

090-6257-9156

0246-92-2264

atorieteru@i.softbank.jp

茨城

ビーズ工房Happy door

磯部 ひろみ

つくば市

029-867-0713

080-3009-8368

029-867-0713

hiromiisobe@nifty.com

茨城

アトリエ 庵bar

横須賀 康代

水戸市

029-247-9813

090-4016-6131

029-247-9813

an-bar@vmail.plala.or.jp

栃木／茨城

ビーズアトリエ・Ｍ

吉井 恵美子

宇都宮市／結城市

028-647-1580

080-5671-1580

028-647-1580

beads_emikoubou@yahoo.co.jp

埼玉／群馬／東京 Rose Heart

金井 正子

鴻巣・熊谷・深谷／太田／池袋

048-548-5748

090-9962-4025

048-548-5748

rose_heart@skyblue.ocn.ne.jp

埼玉

BEADS ROOM Angel Heart

澤口 恵利

さいたま市大宮区下町

048-649-6899

048-649-6899

eris-0926-angel.heart@jcom.zaq.ne.jp

埼玉

Fairy

渡部 裕子

越谷市

048-966-8768

090-1544-7399

048-966-8768

mn6452mn@or2.fiberbit.net

埼玉

アトリエ フェイス

近藤 明子

さいたま市緑区

048-878-1427

090-9157-2839

048-878-1427

faith-k@lapis.plala.or.jp

千葉

beads craft ～ivy～

中西 真美

茂原市・大網白里市・市原市

090-8818-4539

0475-23-9376

n5mmk@yahoo.co.jp

千葉

Beads.Lily☆K

鈴木 恵子

千葉市中央区今井

043-277-9570

070-5076-8405

043-277-9570

keikoyuri@mx36.tiki.ne.jp

千葉

Happy Magic

馬場 裕子

千葉市

043-206-7112

080-1173-2847

043-206-7112

neko3yb@yahoo.co.jp

東京

アクセサリー工房Y's

渡辺 由美子

杉並区

080-6883-9450

03-5932-5665

koubou.y-s@jcom.home.ne.jp

東京

ｱｸｾｻﾘｰ工房Sugar（シュガー）

佐藤 和枝

大田区上池台

090-4240-3430

03-5754-3866

keme@wg8.so-net.ne.jp

東京

Little“B”(リルビー)

しのはら みわ

足立区・相模原市

090-9817-9858

03-3854-0945

osasa1122@yahoo.co.jp

東京

asukaビーズ教室

林 あゆみ

中央区日本橋、練馬区中村

03-6794-2031

090-5795-3175

03-6794-2031

ayumi-ha@jcom.home.ne.jp

東京

Labores Estudio

菱川 仁紀子

新宿区高田馬場

03-3200-8929

090-2321-0308

03-3988-5607

h_labores_mikiko@yahoo.co.jp

東京

ビーズアクセサリーBlue-Bell

青木恵理

墨田区、足立区

080-5457-9792

03-3613-6649

bluebell@s6.dion.ne.jp

東京

アトリエALICE

池永 あつ子

世田谷区等々力

090-2218-5358

03-5706-3132

atelieralice210@yahoo.co.jp

東京

アトリエ ソレイユ

澤田 美子

北区田端

090-1792-0792

03-6310-7123

yoshiko-sawada@sam.hi-ho.ne.jp

神奈川／静岡

アトリエＫ

吾妻 京瑚

川崎市／沼津市・静岡市

090-4749-3955

044-866-7967

atelier7j3k6y@nifty.com

神奈川

アンドウビーズ教室

安藤 潤子

川崎市

090-9816-4989

044-988-6992

undeux_web@yahoo.co.jp

神奈川

アトリエアヤテイ

長谷 久子

横浜市戸塚区

090-3409-7025

045-861-8282

atelieraytea@gmail.com

神奈川

ひよこ

京野 靜子

横浜市泉区和泉町

080-364-8134

045-364-8134

hiyoko.0407@ezweb.ne.jp

神奈川

Mee-co ビーズ教室

松永 美佐子

大和市西鶴間

090-2225-1274

03-6310-7123

045-861-8282

misarin.yym.665@docomo.ne.jp

『ハローキティ・ビーズ体験会』お教室情報
都道府県

お教室名

主宰者氏名

お教室住所

TEL

携帯TEL

FAX

メールアドレス

長野

メイのビーズ教室

竹村 高子

長野市

026-295-5868

090-5535-3667

長野

happy's

服部 春江

飯山市・中野市

0269-22-6516

090-2407-1892

onesnow_dream398@ybb.ne.jp

新潟

ビーズ教室☆Beadsbee☆

西山 玉恵

新潟市

080-5176-3940

a229201197@infoseek.jp

富山

true-grace（ﾄｩﾙｰｸﾞﾚｰｽ）

開発 真優美

高岡市

090-1313-9574

true-grace@ypost.plala.or.jp

富山

Beads Studio アミ

舘谷 真由美

富山市

090-8093-2430

076-469-2494

beads.s.ami.0819@docomo.ne.jp

石川

Feel Heart

西 めぐみ

金沢市大友町

090-3763-2544

076-238-9330

feel_heart20074@yahoo.co.jp

福井

アトリエ遊花里

橋本 里美

坂井市丸岡町内田

080-3429-9708

0776-67-6651

yuukari@aqua.ocn.ne.jp

静岡

rubimam*るびまむ*

瀬川 賜美

沼津市、伊豆市

090-5454-7233

055-931-4508

rubimam.0515@gmail.com

静岡

Calme(カルム)

完山 静華

御殿場市

080-3069-3030

0550-82-3907

calme-beads@docomo.ne.jp

愛知

ビーズぽっぷ

出原 三千世

日進市・大府市・東郷町

052-808-1626

090-3933-2232

052-808-1626

mitiyo.pop-wan@ezweb.ne.jp

大阪

アヴァンセ

梅沢知代

大坂市中央区

072-743-7889

090-8538-8337

072-743-7889

umezawa@kyoei-1.co.jp

大阪

ビーズファクトリー大阪店

西田 尚子

大阪市中央区

072-262-3813

090-8529-9907

072-262-3813

naoko.beads@gmail.com

兵庫

ぶどうの木

堀田 真美子

姫路市

山口

ビーズサミューゼ

松本由美子

山口県萩市瓦町

0838-22-6175

090-9061-3954

0838-22-6175

ymatsu1950@hi2.enjoy.ne.jp

徳島

アトリエ きょうこ

北村恭子

徳島市二軒屋町・徳島市問屋町・阿南市那賀川町

088-652-3389

090-2891-1229

0884-42-2874

artclaykobo.kitamura@icloud.com

大分

Atelier Etoile

養父 美穂子

大分市

097-552-9639

090-8764-4486

097-552-9639

a_etoile@oct-net.ne.jp

熊本

アトリエ Nature(ナチュール)

道家 太紀

熊本市・阿蘇郡・嘉島町

090-8606-9943

0967-67-2755

taki_chan_jp@yahoo.co.jp

宮崎

Jewel earpier ～ジュエル イアピア 杉澤 典子

宮崎市

鹿児島

ビーズ＆クラフト工房ナティーオ

鹿児島市山田町

099-265-2231

099-264-8943

info@natio.jp

沖縄

ビーズショップ すずめファクトリー 長嶺 小牧

那覇市首里鳥堀町

098-885-3715

098-885-3715

tilyurume@yahoo.co.jp

沖縄

クレイアートスタジオ

浦添市当山・石垣市新川

098-875-1380

murafuku-cas@kdt.biglobe.ne.jp

追立 美幸

村福 律子

0776-67-6551

090-2011-5788

mamiko-opensesame@ezweb.ne.jp

090-7462-7538

090-1089-3824

jewel_earpier_@hotmail.co.jp

