
お近くにお教室がない場合はこちらをご覧ください

Tel: 090-2072-2735
akerin@poppy.ocn.ne.jp

(所在地)札幌市　(最寄駅)ひばりが丘駅

(所在地)富津市　(最寄駅)青堀駅

Mail:
アトリエ　ピュアスウィート

佐藤　明美

Tel: 090-1303-1045
info@heartbatake.com

(所在地)札幌市　(最寄駅)白石駅、平和駅、北郷2条9丁目（バス）

Mail:
アトリエ∞∞はぁとばたけ∞∞

松田　こずえ

Tel: 090-8275-3903
tel82753903@ezweb.ne.jp

(所在地)枝幸町　(最寄駅)枝幸

Mail:
Atelier rosee

さいとう　ともこ

Tel: 019-681-0803
yht-s117@nifty.com

(所在地)盛岡市　(最寄駅)JR盛岡駅　徒歩５分

Mail:
アトリエ　Fiorire華

佐藤　華子

Tel: 090-5355-8832
ery.c.2.18@gmail.com

(所在地)盛岡市　(最寄駅)盛岡駅

Mail:
アトリエ　Cherry.C

岩部　直子

Tel: 090-4046-6053
rei.flower_2001@docomo.ne.jp

(所在地)福島市　(最寄駅)福島駅

Mail:
アトリエ　雪うさぎ

羽根　玲子

Tel: 080-1029-7522
haishimanobuko@gmail.com

(所在地)常総市　(最寄駅)常総線　水海道駅

Mail:
アトリエ  はいしま

蓜島　信子

Tel: 090-4676-5233
satomi4988@docomo.ne.jp

(所在地)日立市　(最寄駅)JR大甕駅

Mail:
アート工房R＆K

村上　佐登美

Tel: 090-2234-5627
jiono.itoya@gmail.com

(所在地)高崎市　(最寄駅)高崎駅

Mail:
アトリエすみれ

伊藤　悠子

Tel: 090-4547-4747
5934kkimmi7011@ezweb.ne.jp

(所在地)伊勢崎市　(最寄駅)伊勢崎駅

Mail:
魔法の小部屋

栗原　きみ

02penmin@gmail.com

(所在地)さいたま市　(最寄駅)大宮駅より徒歩12分ぐらいです。

Mail:
penmin salon

penmin (内藤　和美)

Tel: 048-649-6899
eri.s-0926-angel.heart@jcom.zaq.ne.jp

(所在地)さいたま市大宮区　(最寄駅)JR大宮駅

Mail:
BEADS ROOM Angel Heart

澤口　恵利

Tel: 048-708-6230
minako_6537@yahoo.co.jp

(所在地)さいたま市見沼区　(最寄駅)

Mail:
クラフトハウスRose Mi-

下山　美奈子

Tel: 090-3141-5291
atelier_quena@yahoo.co.jp

(所在地)さいたま市南区　(最寄駅)JR　南浦和駅、武蔵浦和駅、浦和駅

Mail:
Atelier Quena

安田　伊津子

Tel: 090-2222-7148
tomopupipu@gmail.com

(所在地)川口市　(最寄駅)東川口駅

Mail:
Atelire**yaaako** （あとりえやぁぁぁこ）

木村　智子

Tel: 080-4125-7278
makikawafune@gmail.com

(所在地)柏市　(最寄駅)柏駅、柏の葉キャンパス駅、我孫子　他

Mail:
Ｍａｐｌｅ　Ａｖｅｎｕｅ

川船　まき

Tel: 090-5505-1856
revontuli@hotmail.co.jp

(所在地)松戸市　(最寄駅)JR 松戸駅・新松戸駅・本八幡駅

Mail:
ビーズワークショップ　Revontuli

ふじわら　めぐみ

Tel: 047-311-3155
tirthakashaya@gmail.com

(所在地)松戸市　(最寄駅)新京成線　元山駅

Mail:
tirtha kashaya （ティルタ カシャーヤ）

石戸　節子

Tel: 0439-87-6181
info@misalaju.co.jp

School 全国の
小枝アクセサリー教室 74件

★お申込みや開催日程・料金等は、各お教室へ直接お問い合わせください ※お教室情報は
2020年4月現在

Mail:
(株)ミサレージュ　岸美砂子アクセサリー講座

岸　美砂子

Tel: 090-4259-7419
eripi910@gmail.com

(所在地)三鷹市　(最寄駅)吉祥寺駅、井の頭公園駅

Mail:
e-make ビーズ教室

池田　英里子

Tel: 080-3012-5832
kkh38be_celloblk@yahoo.co.jp

(所在地)国分寺市　(最寄駅)西国分寺駅、浅草橋、府中駅、八王子駅

Mail:
ビーズラボ・Ｋ

石黒　かんな

Tel: 080-4125-7278
makikawafune@gmail.com

(所在地)荒川区　(最寄駅)町屋、町屋駅前、三河島、新三河島

Mail:
Maple Avenue

川船　まき

Tel: 080-4125-7278
makikawafune@gmail.com

(所在地)世田谷区　(最寄駅)下北沢

Mail:
Maple Avenue 下北沢教室

川船　まき

wiremode@jd5.so-net.ne.jp

(所在地)渋谷区　(最寄駅)ＪＲ恵比寿駅

Mail:
MIKI's Beads Bijyou & Works

中村　美紀

Tel: 080-5019-4712
atelierkoshi@icloud.com

(所在地)渋谷区　(最寄駅)参宮橋(小田急線）・初台(京王新線）・代々木（ＪＲ）

Mail:
Atelier54  *koshi

腰本　優子

Tel: 090-8018-9779
tastestyle@live.jp

(所在地)台東区　(最寄駅)浅草橋駅

Mail:
ミズポリゴンアクセサリー教室（ビーズファクトリー内）

常藤容子（アトリエテイスト）

Tel: 03-3365-2330
m06syo43um@gmail.com

(所在地)新宿区　(最寄駅)新宿駅

Mail:
bijoue.mi-le(ﾋﾞｼﾞｭ ・ーｴ・ﾐｰﾙ)

むらかみ みゆき

Tel: 090-3697-9107
beadscastlesachiko@gmail.com

(所在地)川崎市中原区　(最寄駅)武蔵小杉駅

Mail:
beads castle ～ビーズキャッスル～

竹ヶ原　幸子

Tel: 070-5598-9060
etuko-m@k8.dion.ne.jp

(所在地)横浜市港南区　(最寄駅)港南台駅

Mail:
ibuibu

本杉　悦子

Tel: 090-9000-1649
info.s.t.bloom@gmail.com

(所在地)横浜市南区　(最寄駅)京浜急行  弘明寺駅

Mail:
コスチュームジュエリーメイキング教室　studio the Bloom

小林　ようこ

Tel: 0466-35-7047
seven.bells.masami@gmail.com

(所在地)藤沢市　(最寄駅)藤沢駅(JR線、小田急線)

Mail:
Seven.bells.masamiフジサワ名店ビル教室

新道　昌美

rozafi2013-mikachi@yahoo.co.jp

(所在地)藤沢市　(最寄駅)藤沢駅　相模大野駅　茅ヶ崎駅　平塚駅

Mail:
Atelier Mikachi.

いのうち　みか

Tel: 080-5069-8003
sedumn@gmail.com

(所在地)燕市　(最寄駅)燕駅

Mail:
Costume Jewelry Making SEDUMN

丸山　真弓

Tel: 090-8093-2430
beads.s.ami.0819@docomo.ne.jp

(所在地)富山市　(最寄駅)JR高山線　千里駅より徒歩10分

Mail:
Beads Studio アミ

舘谷　真由美

Tel: 090-2375-7966
mikannoki1607@icloud.com

(所在地)南砺市　(最寄駅)高儀駅

Mail:
Tenbriant (テンブリアント)

大岡　美佳

Tel: 090-1631-8324
muzeo@biscuit.ocn.ne.jp

(所在地)加賀市　(最寄駅)加賀温泉駅

Mail:
Muzeo

南出　佳奈
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Tel: 0776-67-6551
yuukari@aqua.ocn.ne.jp

(所在地)坂井市　(最寄駅)京福バスターミナル　丸岡城終点

Mail:
アトリエ遊花里

橋本　里美

Tel: 090-4085-4429
choco.boo.love@gmail.com

(所在地)岐阜市　(最寄駅)JR西岐阜、名鉄柳津

Mail:
Treasure ～y～

寺嶋　謡子

Tel: 090-8183-6150
handmade-mihora@ezweb.ne.jp

(所在地)可児市　(最寄駅)名鉄広見線日本ライン今渡駅

Mail:
ハンドメイドサロン　MIHORA

渡辺　久美子

Tel: 090-4165-1258
akiel_jewel@icloud.com

(所在地)瑞穂市　(最寄駅)JR東海道本線　穂積駅

Mail:
Jewelry Princess

ａｋｉｅｌ☆

Tel: 090-5454-7233
rubimam.0515@gmail.com

(所在地)沼津市　(最寄駅)JR沼津駅

Mail:
るびまむ（rubimam）

瀬川　賜美

Tel: 054-639-7505
bz-kazu@ck.tnc.ne.jp

(所在地)焼津市　(最寄駅)JR  焼津駅

Mail:
び～ずあとりえ　和　（KAZU)

松本　和子

Tel: 080-1603-5475
momoka-beads@docomo.ne.jp

(所在地)磐田市　(最寄駅)磐田駅

Mail:
桃花のビーズ工房

浅井　正子

Tel: 090-9893-7296
tumu26kobo@cy.tnc.ne.jp

(所在地)磐田市　(最寄駅)ＪＲ磐田駅

Mail:
紡紡（つむつむ）工房

中村　淳子

Tel: 090-3933-2232
mitiyo.pop-wan@ezweb.ne.jp

(所在地)豊田市　(最寄駅)新豊田駅、豊田市駅

Mail:
豊田中日文化センター

出原　三千世

Tel: 090-6330-2928
springchild2012@gmail.com

(所在地)名古屋市緑区　(最寄駅)市バス鹿山、名古屋市営地下鉄徳重

Mail:
Spring Child

柴田　晴子

Tel: 090-2573-7957
aisaibeads@yahoo.co.jp

(所在地)春日井市　(最寄駅)JR中央線 高蔵寺駅

Mail:
Ai☆Sai★Beads

野島　睦美

Tel: 090-1503-2900
karasumorikobo@gmail.com

(所在地)常滑市　(最寄駅)名鉄常滑駅

Mail:
烏森工房

亀岡　圭子

Tel: 090-9947-5897
atelierjojo15@yahoo.co.jp

(所在地)名古屋市中区　(最寄駅)地下鉄栄駅、名鉄瀬戸線栄町駅

Mail:
アトリエ　ジョジョ　Atelier jojo

カコ

Tel: 090-4281-7773
mama_mirco@yahoo.co.jp

(所在地)名張市　(最寄駅)近鉄大阪線名張駅

Mail:
mama mirco ママミルコ

平田　ちふみ

Tel: 090-7615-0466
erinabes8777@docomo.ne.jp

(所在地)伊勢市　(最寄駅)伊勢市駅

Mail:
アクセサリー工房spica

中川　美保

Tel: 0774-95-4829
anelafcw0511@gmail.com

(所在地)相楽郡　(最寄駅)新祝園駅、祝園駅

Mail:
feel clay works*

にった　ひろみ

hamadatyym@circus.ocn.ne.jp

(所在地)八幡市　(最寄駅)京阪本線　くずは駅

Mail:
FLEUR  RUBAN

浜田　友希子

Tel: 090-3847-3900
kuniko-n@email.plala.or.jp

(所在地)池田市　(最寄駅)阪急宝塚線　石橋阪大前駅

Mail:
Studio Fiore

長尾　久仁子

Tel: 080-3805-2268
kaoru.co515@gmail.com

(所在地)吹田市　(最寄駅)阪急豊津駅、御堂筋線江坂駅

Mail:
アトリエ Kaoru＊co

田阪　かおる

Tel: 090-6237-6028
bijou-soffione@ezweb.ne.jp

(所在地)寝屋川市　(最寄駅)京阪電鉄萱島駅　徒歩３分

Mail:
ビーズの教室　Soffione

小林　亜樹

Tel: 090-6208-6280
enjoy-craft@vivi-an.com

(所在地)大阪市阿倍野区　(最寄駅)JR・地下鉄天王寺駅　近鉄・地下鉄阿倍野駅

Mail:
VIVI AN

白川　晴美

Tel: 050-5884-1737
info@tanimachiya.com

(所在地)大阪市中央区　(最寄駅)地下鉄谷町6丁目駅、地下鉄谷町4丁目駅　徒歩6分

Mail:
谷町屋

Mai

Tel: 090-9546-1148
r-ikeda@sd6.so-net.ne.jp

(所在地)西宮市　(最寄駅)阪急　苦楽園口駅

Mail:
corridor R

池田　理和

Tel: 090-4901-6611
petit-petit@nyc.odn.ne.jp

(所在地)西宮市　(最寄駅)ＪＲ甲子園口

Mail:
petit

梅本　亜紀

Tel: 080-4231-3699
k.sakura99@gmail.com

(所在地)神戸市　(最寄駅)阪急・阪神 春日野道駅 / JR灘駅

Mail:
ビーズスタジオ さくら

櫻井　恭子

Tel: 090-1420-2733
info@studiocolor.jp

(所在地)神戸市　(最寄駅)阪急・阪神・JR三ノ宮　　新長田　　舞子

Mail:
STUDIO COLOR

多木　佐瑤子

Tel: 090-2011-5788
budounoki.mamiko@docomo.ne.jp

(所在地)姫路市広畑区　(最寄駅)英賀保駅・夢前川駅

Mail:
ぶどうの木

堀田　真美子

Tel: 090-1672-3186
s.pinkpearl.s357@softbank.ne.jp

(所在地)神戸市北区　(最寄駅)神戸市バス日の峰2丁目

Mail:
le   lien   -ル・リアン-

新谷  節子

Tel: 080-5623-3401
babayaga40@yahoo.co.jp

(所在地)鳥取市　(最寄駅)鳥取駅

Mail:
Brilliant-Brilliant

瀧本　信子

Tel: 090-7896-7834
pi_koubou_66@yahoo.co.jp

(所在地)周南市　(最寄駅)城ケ丘4丁目バス停(防長バス）

Mail:
pi＊工房

元山　佳子

Tel: 090-8233-3210
cool.rose.xx@gmail.com

(所在地)福岡市中央区　(最寄駅)地下鉄「渡辺通駅」・西鉄「薬院駅」

Mail:
Cool Rose

平松　好江

Tel: 090-8668-5949
naturallife73@yahoo.co.jp

(所在地)佐世保市　(最寄駅)佐世保駅、泉福寺駅、左石駅、大野、瀬戸越、知見寺

Mail:
Naturallife-nami

金田　奈美子

Tel: 090-8606-9943
taki_chan_jp@yahoo.co.jp

(所在地)熊本市　(最寄駅)通町筋

Mail:
アトリエ　Nature（ナチュール）

道家　太紀

Tel: 090-9577-7593
riri_no_beads@yahoo.co.jp

(所在地)熊本市東区　(最寄駅)熊本駅

Mail:
ビーズ工房R i Ri

上田　理恵

Tel: 090-4987-8989
info.eleftheros@gmail.com

(所在地)大分市　(最寄駅)大分駅／高城駅

Mail:
alice　大分教室

佐藤　真由美

Tel: 090-7462-7538
jewel_earpier_@hotmail.co.jp

(所在地)宮崎市　(最寄駅)南宮崎

Mail:
宮崎コスチュームジュエリー教室

杉澤　典子

Tel: 099-265-2231
infonatio@san.bbiq.jp

(所在地)鹿児島市　(最寄駅)谷山駅 / 慈眼寺駅 / 山田下バス停

Mail:
ビーズ＆クラフト工房　Natio （ナティーオ）

追立　美幸
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Tel: 090-5505-1856
revontuli@hotmail.co.jp

(所在地)松戸市　(最寄駅)JR 松戸駅・新松戸駅・本八幡駅

Mail:
ビーズワークショップ　Revontuli

ふじわら　めぐみTel:

Tel:

090-5505-1856

090-5505-1856

revontuli@hotmail.co.jp

revontuli@hotmail.co.jp

(所在地)松戸市　(最寄駅)JR 松戸駅・新松戸駅・本八幡駅

(所在地)松戸市　(最寄駅)JR 松戸駅・新松戸駅・本八幡駅

Mail:

Mail:

ビーズワークショップ　Revontuli

ビーズワークショップ　Revontuli

ふじわら　めぐみ

ふじわら　めぐみ

Tel:

Tel:

090-5505-1856

090-1662-8754

revontuli@hotmail.co.jp

merciere1319@yahoo.co.jp

(所在地)松戸市　(最寄駅)JR 松戸駅・新松戸駅・本八幡駅

(所在地)大網白里市　(最寄駅)大網駅より車で20分 白里海岸近く

Mail:

Mail:

ビーズワークショップ　Revontuli

アトリエ メルシエール

ふじわら　めぐみ

なつうみ　ちすみ

https://www.gakusyu-forum.net/school/school_list.php?aso=142&joken=or

