
初心者さん向けのかぎ
針編みアクセサリー・ニッ
ト小物の教室で、簡単可
愛いハンドメイドを始め
ませんか？

茨城県 日立市、水戸市
日立駅、内原駅

主宰：鈴木朋子 ☎080-1012-6757
sakurako-moon2@ozzio.jp
http://sakurako-moon2.moo.jp/

sakurako☆クロッシェ

『光沢＆マットコードでつくる
おとなのバッグ&アクセサリー』が
学べる教室一覧

少人数、出張形式でお
教室を受け付けておりま
す。楽しいひと時を過ご
しましょう。

広島県 広島市、府中町
広島駅

主宰：中村里子 ☎090-4578-9532
favoritebeadss@yahoo.co.jp
http://favorite.art.coocan.jp

Favorite Beads

貴方だけのハンドメイド
アクセサリーを作りませ
んか、お気軽にお問い
合わせください。

三重県 四日市市
近鉄四日市駅

主宰：岡田広美  ☎090-3425-1212
mihiro9230@docomo.ne.jp 

ハンドメイド・イブ

気軽に参加していただ
けるワークショップ形式
のレッスンです。

兵庫県 宝塚市
中山観音駅、中山寺駅

主宰：道井聡美  ☎090-2065-6596
craftmamajp@yahoo.co.jp

Atelier Soave

手作りで潤いのある生
活を楽しみませんか？お
気軽にお問い合わせく
ださい。

長崎県 西彼杵郡長与町 
長与駅、高田駅

主宰：森内德子  ☎090-8397-1370
momo_maury@yahoo.co.jp 

nori_co*style

一緒に楽しみましょう。お
気軽にお問い合わせく
ださい。

兵庫県 姫路市広畑区
英賀保駅

主宰：堀田 真美子 ☎090-2011-5788
budounoki.mamiko@docomo.ne.jp

ぶどうの木

岐阜県 各務原市
那加駅、新那加駅

主宰：釈珠金黄
n.on2kisan@gmail.com 

N－穏祈

出張いたします、お気軽
にお問い合わせください。

静岡県 沼津市、伊豆市
沼津駅、修善寺駅

主宰：瀬川賜美 ☎090-5454-7233
FAX：055-931-4508
rubimam.0515@gmail.com
http://ameblo.jp/rubimam/

Rubimam*るびまむ*

駅から徒歩4分！ 体験会
からはじめませんか？

神奈川県 鎌倉市
大船駅

主宰：中田典子 ☎090-5563-2154
FAX：050-3730-8809
atelier-bambini@tuba.ocn.ne.jp

アトリエ バンビーニ

一緒に『作りたい！』を形
にしましょう♪ 出張教室も
致します。お気軽にお問
い合わせくださいませ。

静岡県 榛原郡
静岡駅、藤枝駅、島田駅 

主宰：泉谷有美 ☎090-9029-1590
yukasikoubou@gmail.com
http://ameblo.jp/skylove0207

ゆかし工房

初心者の方から楽しめ
るハンドメイド教室です。
できるまで丁寧にお伝え
しています。世界にひと
つ、欲しいものを形にで
きるハンドメイドを楽しみ
ましょう。

佐賀県 佐賀市、唐津市
佐賀駅、山本駅、東唐津駅 

主宰：美浦あずさ ☎090-5749-3295
amkmzmym@gmail.com
https://www.facebook.com/
Jewelrybasket.karatu/

Jewelry basket

コードジュエリーから小
物アイテム他、様 な々
ビーズジュエリーやデコ
の認定資格も取得可能
なお教室です。

神奈川県 横浜市南区、緑区、鎌倉市
京急弘明寺駅、中山駅、大船駅

主宰：小林 ようこ ☎090-9000-1649
FAX：045-307-0005
info.s.t.bloom@gmail.com
http://ameblo.jp/stbloom/

studio the Bloom

随時体験レッスン募集
中です。初心者様大歓
迎です。

神奈川県 海老名市、秦野市、茅ヶ崎市
海老名駅、秦野駅、茅ヶ崎駅

主宰：加藤 紀生美
kiokio617@yahoo.co.jp
http://ameblo.jp/moonstone617

moonstone K2

コードとジュエルデコレ・
スイーツなどをコラボさ
せて、アクセサリーや小
物、バッグを作っていま
す♪ ワークショップ開催
などにつきましては、ブロ
グをご覧くださいませ。

東京都 三鷹市、武蔵野市
吉祥寺駅

主宰：柴田 由美 ☎080-3209-7698
yumimumemo22@t.vodafone.ne.jp
http://www.ameblo.jp/yumix-hand/

〜yumix hand〜

少人数の教室で一緒に
ハンドメイドを楽しみま
しょう。ジュエルDeCoRe
もいかがですか。

東京都 江戸川区
葛西駅

主宰：渡辺洋子 
prettybouquet45-arts@yahoo.co.jp
http://ameblo.jp/ruetororo/

Atelier Rue & Roro
(ルート・ロロ）

まず、体験を！ 個別対応
いたします。

静岡県 浜松市、袋井市
浜松駅、袋井駅、愛野駅

主宰：荒木やす江 ☎090-1748-9286 
FAX：0538-42-1627
minamikouminnkann@yahoo.co.jp

Art YELLOW Angel
[天使の光]浜松佐鳴台教室

専用アトリエでレッスン
を行っております。ご自
分のペースで楽しんで
頂ける空間作りを心がけ
ております。

神奈川県 川崎市中原区 
武蔵小杉駅

主宰：竹ヶ原 幸子  ☎090-3697-9107
beadscastlesachiko@gmail.com
http://ameblo.jp/deco8deco8/

beads castle 
〜ビーズ キャッスル〜

ゆったり、ゆっくり、楽しく、
作品はしっかりつくりま
しょう。

神奈川県 相模原市 
橋本駅

主宰：小野 由利子
FAX：046-255-5795
ono-yuriko@kvf.biglobe.ne.jp

Ayuri 
ビーズジュエリー

ハンドメイドが初めての
方も楽しく受講頂けると
思います。各種クラフト
の認定、講師を目指す事
も可能です。

東京都 八王子市、日野市
八王子駅、西八王子駅、南平駅

主宰：小泉 香 
hawaiianribbonleis_nao@yahoo.co.jp
http://blogs.yahoo.co.jp/
alohahawaii_nao

mapuana(マプアナ）

紐から作る未知の世界！ 
どんな形にでも自由自
在。一緒にわくわくを楽
しみに来てください。

東京都 豊島区要町
池袋駅、要町駅

主宰：田中裕美子 ☎090-6010-3883
FAX：03-3972-0039
sho4yuko@yahoo.co.jp
http://ameblo.jp/yuko-ssss 

Quatre・Neuf(カトル・ナフ）

楽しくビーズアクセサ
リーを作りましょう♪様々
なテクニックをご紹介。
初心者大歓迎です。

千葉県／埼玉県 松戸市、習志野市／三郷市、吉川市、越谷市
新松戸駅、北小金駅、津田沼駅、新津田沼駅／三郷駅、吉川駅、南
越谷駅、新越谷駅、越谷レイクタウン駅

主宰：ハマダミチコ ☎080-5424-1351
mck.h21873@gmail.com
http://ameblo.jp/craft-sun/ 

SUNビーズ教室

『おとなのバッグ＆アクセ
サリー』本プロデュース・
ハワイアンコードのブレ
スレット＆アクセサリー
著者

千葉県／茨城県／東京都 松戸市、浦安市、船橋市／取手市／豊島区／江戸川区
新松戸駅　他

主宰：関 けい子 
charmcom1@gmail.com
http://ameblo.jp/charmkeiko/

Charm

ビギナーさん大歓迎。オ 
ートクチュール・フルー
ル、デコレとのコラボレー
ションも楽しめます。

新潟県／東京都／静岡県 中央区／世田谷区／葵区
新潟駅、関屋駅、網川原バス停／成城学園前駅、雁追橋バス停／
静岡駅、音羽町、新静岡、水落町バス停、横内町バス停

主宰：中嶋 久美子 ☎090-3566-0359
flower.cathedral2010@gmail.com
http://hautecouturefleur.web.fc2.com

fée fleur（フェ フルール）

大切なひとやご自分の
ために「オンリーワンの
宝物づくり」を楽しみませ
んか？ お気軽にお問合
せ下さい。

大阪府 堺市南区、和泉市
栂・美木多駅、光明池駅

主宰：肥後 なおこ ☎080-3792-7378
FAX：072-299-8727
petit-heart@sakai.zaq.ne.jp
http://petit-heart.main.jp 

ぷち*はあと（Petit*Heart）

天然石や輸入ビーズ等
の吟味された豊富なビー
ズ達に囲まれた中でレッ
スンしましょう♪ 予約制の
少人数です。

大阪府 大阪市鶴見区
放出駅

主宰：大西純子 ☎06-6965-7755
FAX：06-6965-7755
junko-putty@jcom.zaq.ne.jp
http://jskobo.com/ 

J’s工房アトリエ＆サロン

簡単、楽しい♪ 教室をモッ
トーにモノヅクリで笑顔
の時間を作りましょう♪♪
カルチャーも開講します！

大阪府 大阪市阿倍野区、大阪市中央区、堺市西区
阿倍野駅、天王寺駅、本町駅、心斎橋駅、浜寺公園駅

主宰：西田尚子 ☎090-8529-9907
FAX：072-262-3813
naoko.beads@gmail.com
http://www.d-kintetsu.co.jp/bunka-salon/abeno/pdf/itiran/6-1syugei.pdf

Naoko Beads Collection
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