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※表記価格は全て税込みです

などのマークは、各アソシエイツの略称です。ALL　BS

商品購入は対象アソシエイツ会員のみ

【 アソシエイツの表記 】
ＡＬＬ: 全会員

ビーズジュエリーフィールド

ファブリックフィールド

ＡＢ：ビーズステッチ教授
ＡＪ：ジュエリークロッシェ教授
ＢＡ：ビーズアート
ＢＰ：ビジュー・ド・パリ
ＢＳ：ビーズステッチ
ＢＷ：ビードルワーク
ＣＭ：チェインメイルジュエリー
ＪＣ：ジュエリークロッシェ
ＬＪ：リリアンジュエリー

ＭＣ：マクラメジュエリー
ＭＪ：モードジュエリーメイキング
ＰＳ：パールストリング
ＷＬ：ワイヤーレース・ジュエリー

ＤＣ：ジュエルデコレ
ＦＤ：ファッションデコ
ＪＰ：日本パワーストーン
ＳＷ：ビジューデコスイーツ
ボタンＢ：ハンドメイドボタン
　　 　　ベーシックコース
ボタンＣ：ハンドメイドボタン
　　 　　クリエイティブコースＣＦ：クチュールフローラ

ＨＦ：オートクチュール・フルール
　　 スタイリングコース Ｓ-ＢＪ：ビジューストーンアクセサリー

Ｓ-ＣＣＪ：クリスタルコスチュームジュエリー
Ｓ-ＨＰ：ヘアピンレース
Ｓ-ＳＯ：ソウタシエ
Ｓ-ＴＪ：タッセルジュエリー

すし：デコ巻きずし
ゼリー：フラワーゼリーケーキ
もち：デコもち

ＣＣ：クロッシェカフェ
ＷＢ：輪織り
ＹＤ：ゆび織り

フローラルフィールド

ゼネラルフィールド

スペシャリテ

フードアート

月刊 楽習フォーラムカタログ月刊 楽習フォーラムカタログ

□ 商品に関するお問い合わせ 03－6362－0801（営業）　□ 注文に関するお問い合わせ 03－6362－0805（業務）

楽習フォーラム /（株）オールアバウトライフワークス　〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-20-8-６Ｆ

FAX注文受付専用　　※注文専用の FAX用紙をご使用ください
03－6684－1029（FAX）

楽習フォーラム会員専用オンラインショップ

https://www.gakusyu-forum.net/kaiin/

★ 詳しくは、オンラインショップへ
https://www.gakusyu-forum.net/kaiin/

※商品についての注意事項（例 / レシピなしキット）はオンラインショップをご覧く
ださい。在庫限り商品もございますのでご注意ください。
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掲載商品は12月より発売中です
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ブレード編みのネックレス
～エヴァンタイユ～

4,752円

井上瑞穂 岸美砂子 清野咲子

ブレード編みでキレイなフリルを編む軽やかで華やかな
作品です。
［かぎ針 3/0 号使用］

表引き上げ編みのフレームペンダント
～カードル～

4,212円
表引上げ編みでしっかりとしたフレームが編めます。
［かぎ針 5/0 号使用］

裏目で編むリングペンダント
～ノワール・エ・ブラン～

2,484円
裏目にビーズを入れてモチーフを作ります。レシピにリ
ングとペンダントと両方の作り方を掲載しているのでア
イテムを選べます。
［棒かぎ針フェニー 30号使用］

17148 17149 17150

2017.1 月号

オンラインショップから注文できるＷＥＢセミナーオンラインショップから注文できるＷＥＢセミナー
ご注文受付期間 発　送　日1/16（月）15:00まで 1/20（金）予定

※準備数を超えた場合は期間内でも受付終了となります。またファックスでの申込みは承ることができません。
※必要な道具は、オンラインショップに記載してありますのでキットを作り始める前に準備してください。

リフ編みというまるで星や笹のような模様を
思わせる編地でかわいいポーチが作れます！

さらに！

受講するとカラーバリエの

ブルーも購入可能に♪

鈴木朋子

4,310円

1作品

41990
ＷＥＢセミナー

リフ編みの半円ミニポーチ
～ピンク～

認定復習
キット

新発売

※かぎ針は別売です。セット品ではありません。

ＭＪ
Ｓ-ＣＣＪ

ＣＭ

ＡＬＬすし
（ＡＬＬ）

14993

21963

デコ巻きずし会員：54017

540円
モードジュエリーコンペから選ばれた作品を余合ナオミ
先生監修のもと 1 冊の本にまとめました。一部の作品は
レシピ掲載もあります♪

1,080円
季節や和風物など、とっても可愛い全 40 柄のデコ巻
きずしレシピ入り。普段の食卓からイベントやパー
ティーの一品メニューにも最適！

直径２cmを越す特大ボールで出来たラリエットは、 シンプルながらインパクト抜群。 
最高級の丸カンと柔らかいシリコン製のリングで、 無理なく進化したチェインメイルが
あなたの胸元を美しく彩ります。

4,899円 5,761円 5,073円

小冊子
「The Four Seasons Mode Jewelry」

57106
フラワーゼリーケーキ　レッスンＢＯＯＫ

（河出書房新社）

アトランティック
ブルー

21964
モナコゴールド

21965
アーバン
グレー

ポップ アンド シック ラリエット

デコ巻きずし
（ブティック社）

1,998円
フラワーゼリーの基本的な作り方から応用の仕方、道具
の使い方などを解説した日本初のレシピ本。初級～中級
までこの一冊でマスターできます！※オリジナル専用道
具（ゼリーナイフ）も販売中！（商品番号 57101 ～ 57105）

ゲネス多絵

飾巻子 田邉美佐紀

他アソの方は 10437でご注文ください。
締め切りは2月3日 (金 )まで

※レシピは付属しておりません。 掲載された【10436】ビーズ friend 2017 年冬号 Vol.53 をご購入ください。

バックチャーム
にもオススメ !

スペシャリテ ＷＥＢ受講のご案内スペシャリテ ＷＥＢ受講のご案内
毎月1日～15日まで募集！ 毎月1日～15日まで募集！ 

パソコンや ipad などを利用してご自宅でホームページ上にある講習
動画を見て受講ができます。視聴期間内であればいつでも好きな時
間に見て学習でき繰り返し見ることもできます。視聴期間は、オン
ラインショップの各商品ページでご確認ください。動画も「作品ごと」
に手元動画・授業の動画を見れるので、学びやすいセミナーです。

ＷＥＢセミナーとは

トレンドを取り入れた 3～ 4作品を、
話題のテクニックをつかって
自宅で習得できるチャンスです！
ぜひこのタイミングをお見逃しなく !!

タッセル
ジュエリーⅡ

ビジューストーン
アクセサリーⅠ

イベント情報

アクセサリーの販売とワークショップ

2017.1/18 水  － 24 火

阪神百貨店梅田本店

ハンドメイドアクセサリー
マーケット

2017.1/25 水  － 30 月

伊 勢 丹 新 宿 店

Mode in Beads
春のビーズコレクション

詳しくは、楽習フォーラムホームページ まで

楽習フォーラム会員が多数出展

阪神百貨店梅田本店

詳しくは、楽習フォーラムホームページ まで詳しくは、楽習フォーラムホームページ まで

デザイン / Lirica Gioielli 宮川万里
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ＡＢ
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17169 17171 20067

20065 20066

12138

17981

25044

20068

3,348円
コードの取り付けを学びます。この方法を覚えると、結
び始めの本数を少なくして途中で足すことができるの
で、作品の幅が広がります。 

3,348円
【20065】のカラーバリエーションです。
コードの取り付けを学びます。この方法を覚えると、結
び始めの本数を少なくして途中で足すことができるの
で、作品の幅が広がります。 

2,808円
 リヴォリが輝く気品のあるブローチに仕立てました。
バチカンの付いたブローチ金具なので、ペンダントトッ
プとしても使用できます。オリジナルカラー【12095】

4,860円
鎖編みで編むロングネックレス。編むボリュームが少な
いでの初級者の方へもお勧めです。

3,186円
鎖編みだけで作るチョーカー。2 連にしてブレスレット
として使用するのもお勧めです。

4,266円
トリック用五つ編みレザーを使って、メインモチーフ
となる五つ編みを作ります。黒を基調とした配色で、
マクラメジュエリー初の男性でも使っていただけるよ
うなデザインになっています。

 ライン と の
アラ スクモチーフ ネプチ ーン

ライン と の
アラ スクモチーフ プルート

ネッティングの インリヴ リブ ーチ
～ブリリアンス～ ット

ー ーバックステッチの ングネックレス
～ネ ・クラシック～ブ ン

スプリングフラワーブ ーチ

 ダブル と
巻き リーフのネックレス lau ラ

編みの ングネックレス
～ブリリアント ール～

編みの チ ーカー
～ の ～

 し とトリック 編みの
イ ン ワーブレスレット ラピスブラック

4,212円
2000 キット販売した大人気キット！クリアなブロンズ
カラーのチェコビーズを使用しているので、軽い雰囲
気で装えます。編み地の形状を生かしたネックレスタ
イプの装着方法もご提案。オリジナルカラー【25035】

8,532円
タイトルの通り、スプリングに着けたいカラー。
使う素材や色で季節感も自由自在！

3,132円
コスチュームジュエリーアワード 2015 に招待作家と
して出品した『花と踊る』をお教室用にアレンジした
作品です。

ＷＬ

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ＣＣ

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ＣＣ

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ＣＣ

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ＣＣ

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ＣＣ

岸美砂子 西島実雪 瞳硝子

瞳硝子 瞳硝子 瞳硝子

金井正子 渡辺由美子

岸美砂子

ＣＭ ＣＭＣＭ

17982 17983

17984

17986

17985

21041 210422104321040

ジュエリー感のあるヨーロピアンワイ
ヤーならではの作品。ビーズを入れな
がらかぎ針で鎖編みしていくだけでこ
んなにゴージャス！

17981　～　17986　の作品は

書籍「今すぐ作りたい
ブローチ」
（マガジンランド刊）
に掲載されています。

3,024円
チェインメイル初のブローチは、２ウェイでペンダント
にも出来る優れもの。程よいボリューム感と甘すぎない
フォルムは、着けやすく上品な仕上がり。鮮やかな色合
いのセンターで、瑞々しい華やかさも添えて。

6,264円
ワイヤーレースジュエリーのテクニックで簡単に編むこ
とができます。

6,480円
ハレの日のブローチにも。ワイヤーレースジュエリーの
テクニックで簡単に編むことができます。

5,292円
使う素材や色で季節感も自由自在！

ヴァーテブレイのエターナル ンス
ブ ーチ～ ーシーレッド～

ヴァーテブレイのエターナル ンス
ブ ーチ～アイシクルブルー ～

ラ ンド・インバーテッドのトリプル
ネックレス

フ ー ィン のリトルスイート
ネックレス

ー フラワーブーケのブ ーチ のフラワーブ ーチ

キ ルカラーのフラワーリーフブ ーチ

3,024円
シャープな印象のシルバーに涼しげなブルーが柔らかさ
を添えて。ヴァーテブレイの生み出す、光を携えた上品な
雰囲気はそのままに、いつものスタイルを大人らしく仕
上げてくれます。２個使いなどの重ねづけもオススメ。

5,400円
２種の編みの違いと特徴をじっくり学びながらつくる、
NY で大人気の新レイヤードスタイル。毎日をさりげな
く格上げしてくれる、着けやすく無駄のないデザインと
計算されたバランスで、簡単に旬のスタイリングが完成。

4,212円
同じ編みを違うカタチで使ってみるという、目から鱗のモ
チーフ。繊細なシルエットとキュートな色使いで、柔らか
な女性らしさを表現したネックレスは、シーンを選ばない
のも魅力。ぐるぐるブレスやアシメトリーに着けても。

ＣＭ

岸美砂子 岸美砂子

岸美砂子

岸美砂子

ゲネス多絵 ゲネス多絵 ゲネス多絵 ゲネス多絵

各 5,832円

Ｂ Ｏ

ゴールド

シルバー

【17980】




