
デザイン / デザイン / デザイン /

標準価格 /

標準価格 /

標準価格 /

デザイン / デザイン / デザイン /

標準価格 / 標準価格 /

標準価格 / 標準価格 / 標準価格 /

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

刺　繍

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
ＪＣＤ：ジュエリークロッシェディプロマ
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
ボタンＣ：ハンドメイドボタンクリエイティブ

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

ＨＢ：オートクチュールビーズ刺繍
ＳＯＤ：ソウタシエジュエリーディプロマ

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/

※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。
在庫限りで販売終了となる商品もありますのでご注意ください。人気商品は欠品になる場合が
ありますので予めご了承ください。

※表記価格は全て税込み(税率8％)です

掲載商品は3月より発売中です

ＭＪ ＭＪ ＭＪ

ＭＡＫＯ 養父美穂子 養父美穂子

ネックレスまたはチョーカーとして好みの長さで
仕上げていただけます。コイリングでパーツ作りを
楽しみましょう。モノトーンでまとめたシンプルな
デザインはどんなアイテムとも相性抜群です。

妖精を思わせる優美な色彩でありながら、甘すぎ
ない大人の可愛らしさと華やかさを上品に感じさ
せるコスチュームジュエリー。モードジュエリー
の基本のテクニックで制作できます。

ダガービーズで仕上げるフラワーパーツのリン
グ。控えめながらも上品な輝きは、手元を華やかに
演出します。Fairyブローチとのデミパリュール。
セット付けもおすすめ。

14163 14164 14165

2017.4 月号

ＭＪ ＭＪ ＭＪ

5,184円

1,998円

各2,700円

余合ナオミ 余合ナオミ 余合ナオミ

基本のタペストリーワーク、渦巻き作り、渦巻き留
め、エコめがね留めを学べます。

3,996円
ビーディングリングを新しい手法でより作りやす
く工夫しております。YOGOXアルミフラットワイ
ヤーの基本テクニックを学べます。体験キットや
プレゼントにもおすすめです。

2,700円

2,916円 4,298円 2,052円

ワイヤーの渦巻きがポイントのペンダントは珍し
いラインストーンパーツとバードパーツの組み合
わせ。

14160

57101 57102 57103

57106

14161 14162

新発売

ワイヤーワークでつくる「Birdyペンダント」フラットワイヤーでつくる「Ring Ring Ring
ネックレス」

タペストリーワークでつくる
「Red Redネックレス」

モノトーンコイルネックレス Petit Fairy ブローチ Fairy リング

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！

フラワーゼリーケーキ
レッスンBOOK

河出書房新社刊

フラワーゼリーケーキ 専用ナイフセット(4本入り)

1 2 3Step Step Step

専用ナイフで
切り込みをいれて

アメリカウィルトン社ローズ氏の
直接指導研修を受講後、世界初
で唯一のウィルトンメソッド公認
教室に認定される。キリン午後の
紅茶CM用ケーキを始め、雑誌掲
載等多数。

MammySweetsArt 主宰

田邉美佐紀監修

Aセット Ｂセット Ｃセット
バラ・葉 / ヒマワリ・葉 / ピンポンマム サクラ / カーネーション / ガーベラ

南米ペルー発祥。ペルーでは「ゼラティナヘラティーナ」と呼ばれ、お祝い
席等では、すでに定番スイーツとしての認知されています。
まるでゼリーの中に本物の花が咲いているような「美しさ」と「美味しさ」を
合わせ持った全く新しいスイーツアートです。

○ ナイフ原料　ポリプロピレン樹脂(日本製)
　※ポリオフィレン等衛生協議会認定証明済
○ 耐熱温度　120℃
　※食洗機の使用はご遠慮ください
○ 製　　造　日本国内製造

日本におけるフラワーゼリーケーキ第一人者MammySweetsArt
田邉美佐紀監修のオリジナルのフラワーゼリーケーキ専用ナイフです。
定番の「バラ」や「ガーベラ」はもちろん、「サクラ」「シャクヤク」など、
日本ならではのお花もつくることができます。

ユリ / コスモス / シャクヤク

アメリカウィルトン社ローズ氏のアメリカウィルトン社ローズ氏のアメリカウィルトン社ローズ氏のアメリカウィルトン社ローズ氏の
直接指導研修を受講後、世界初直接指導研修を受講後、世界初直接指導研修を受講後、世界初

MammySweetsArt 主宰MammySweetsArt 主宰MammySweetsArt 主宰MammySweetsArt 主宰

監修監修監修
南米ペルー発祥。ペルーでは「ゼラティナヘラティーナ」と呼ばれ、お祝い南米ペルー発祥。ペルーでは「ゼラティナヘラティーナ」と呼ばれ、お祝い南米ペルー発祥。ペルーでは「ゼラティナヘラティーナ」と呼ばれ、お祝い
席等では、すでに定番スイーツとしての認知されています。席等では、すでに定番スイーツとしての認知されています。席等では、すでに定番スイーツとしての認知されています。席等では、すでに定番スイーツとしての認知されています。席等では、すでに定番スイーツとしての認知されています。席等では、すでに定番スイーツとしての認知されています。
まるでゼリーの中に本物の花が咲いているような「美しさ」と「美味しさ」をまるでゼリーの中に本物の花が咲いているような「美しさ」と「美味しさ」をまるでゼリーの中に本物の花が咲いているような「美しさ」と「美味しさ」をまるでゼリーの中に本物の花が咲いているような「美しさ」と「美味しさ」を

南米ペルー発祥。ペルーでは「ゼラティナヘラティーナ」と呼ばれ、お祝い南米ペルー発祥。ペルーでは「ゼラティナヘラティーナ」と呼ばれ、お祝い南米ペルー発祥。ペルーでは「ゼラティナヘラティーナ」と呼ばれ、お祝い南米ペルー発祥。ペルーでは「ゼラティナヘラティーナ」と呼ばれ、お祝い

専用商品のご紹介

書 籍

フラワーゼリーケーキ専用　※用途以外に使用しないで下さい　

※表記価格は全て税込みです

ＡＬＬ

オンラインショップで購入できます
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※表記価格は全て税込み(税率8％)です

ＢＳ
ＡＢ

ＢＳ
ＡＢ ＡＢ

3,780円

多田晴美 松永美佐子 鈴木泰子

2色の緩やかにねじれる編み地を中央で絡めた立
体的なデザイン。シャンデリアパーツはスワロフ
スキーです。※書籍「ネックレスのための模様編み
集80」(商品番号：13900)掲載編み地

ビーズアクセサリーだけでなく、マクラメやクロッシェ、コサージュ等、
アクセサリーを制作・販売されているすべての会員さまにお勧めしたい！

ゼミでは日柳先生が、皆さんの方向性を伺いながら丁寧に
作品をアドバイスします。ゼミ形式の講座なので、同じゼミ生へ
のアドバイスを聞く事はもちろん、他の人の知識や技術を吸収する
機会にもなります。アドバイスの仕方が生徒指導の参考になるという受講生
の声もいただいております。

1,836円
ケオプスパープカというユニークな名前のビーズ
は三角形の2ホールです。穴がサイドにあいている
ので、三角の形がよく見えるように使えます。
２キット使いでネックレスとしても楽しめます。

3,024円
ラウンドタイプの２ホールビーズで作る編み地は
肌映りの良いテラコッタカラー。フラットの革ひ
もと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッ
トは、手元を華やかに引き立てます。

12136 12137 25043
2ホールレンティルで編むブレスレット
～アシュラム～

ケオプスパープカビーズで編む
ジオメトリックブレスレット

変則編みペヨーテチューブのロングネックレス
～スピン～

ＷＬ ＭＣ

西島実雪 (監修 / 岸美砂子)

瞳硝子
人魚のイメージでさわやかな色合いの作品です。鎖
編みと引き抜き編みで作ります。ペヨーテ風に仕上
げた今までにないデザインです。

瞳先生がひとつひとつ丁寧に焼いた「目玉のガラス」を使った【ファティマ
の手】のチャーム！祈りを込めて作る作品はこれまで記号図にしたことが
ないものです。

※売上の一部を熊本城災害復旧支援金として寄付
　させていただきます

17170 20096 20099

ＡＪ ＷＬ ＷＬ

3,348円

木崎由美 岸美砂子 Junko YATSURUGI (監修 / 岸美砂子)

編み目がとてもわかりやすく、えび編みコードを
しっかり学習することができます。編みながらつ
なげる方法も新しい、おしゃれなアシンメトリー
ペンダントをお楽しみください。　

4,536円
ヨーロピアンワイヤーと同じ素材のフリーメタリ
コを2重の花にして作るブローチ。ワイヤーで、よ
り簡単にフリーメタリコのお花をつくるテクニッ
クが分かります。

5,832円

2,592円

各2,592円

お花部分は一筆書きのように編みます。編み終え
ると3重の立体的なお花と、飾りのビーズが編みこ
まれている面白いテクニックの作品です。

26038 17167 17168
一筆書きで編む巻きバラ風ネックレス
～オクラホマ・ブーケ～

変わり円形編みとフリーメタリコのブローチ
～ラ・フルール ブランシュ～

えび編みコードのペンダント～ペイズリー～

鎖編みのブローチ～人魚の祝福～ 巻き結びでつくるファティマの手～ムスカブルー～ 巻き結びでつくるファティマの手～ムスカレッド～
熊本支援キット

ＪＣ ＪＣ
ＡＪ

ＪＣ
ＡＪ

2,592円

門田ゆき子 門田ゆき子 池田英里子

太めで輝きが美しいラメ糸を使い、鎖編みだけで
作るネックレスです。使用する針も太めの3/0号
で、見た目よりサクサクと編み進めることが出来
るので、体験会にもピッタリです！

3,672円

3,996円

ペレンクロッシェの簡単なアレンジ技法を学びます。
三角パーツとチェーンとの組み合わせでトレンド感
のある新鮮なフォルムをお楽しみください。身に付け
たときにビューティーパールの輝きが映えます。　

3,456円
つるのように巻きつけたお花が新鮮なデザインの
ネックレスです。ちょっとひと工夫加える巻きつ
けチューブのテクニックと、可愛らしい立体フラ
ワーの編み方を学べる作品です。

15122 15104

15106

15105
巻きつけチューブと立体フラワーのネックレス
～ペリウィンクル～

スプリットペレンで編むネックレス
～トリアンゴロ～

スルーキット
3,888円

15107
スルーキット

鎖編みのネックレス～トゥインクル～

ＭＣ ＭＣ ＭＣ

2,484円

瞳硝子 瞳硝子 金井正子

巻き結びでうずまきを作ります。

2,160円
左右結びでサクッと作れるクールな作品です。メ
インのパーツの一つ一つが動く！回る！ メンズに
もお勧め出来るブレスレットです。

4,860円
春の光で輝くのはスワロフスキークリスタル。
オーナメントとしてバッグチャームとしても♪

20095 20097 20098
巻き結びのオーナメントバッグチャーム左右結びのギアブレスレット巻き結びのうずまきネックレス

日柳佐貴子ゼミ
ゼミでは日柳先生が、皆さんの方向性を伺いながら丁寧に
作品をアドバイスします。ゼミ形式の講座なので、同じゼミ生へ作品をアドバイスします。ゼミ形式の講座なので、同じゼミ生へ
のアドバイスを聞く事はもちろん、他の人の知識や技術を吸収する
機会にもなります。アドバイスの仕方が生徒指導の参考になるという受講生

ラウンドタイプの２ホールビーズで作る編み地はラウンドタイプの２ホールビーズで作る編み地はラウンドタイプの２ホールビーズで作る編み地は
肌映りの良いテラコッタカラー。フラットの革ひ
もと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッもと組み合わせたゴージャスな３連のブレスレッ
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基本的に 1回完結 1日講座

少しでも興味のある方は、ご自身の作品をお持ちいただき、ぜひ一度受講してみてください
 簡単！
会員サポート
ページから
お申込みはこち

ら

「日柳佐貴子ゼミ」は、こんな方におススメ
色の使い方が分からない、
毎回同じ色を使っている
デザインがなかなか浮かんでこない

売れる商品に本気で
取り組んでみたい

お教室で生徒にアドバイスを
する機会がある日本橋三越で販売をしてみたい

※8月以降は会員サポートページをご確認ください ※セット申込は各7000円（全7回）
恵比寿 ■受講料4/19 　5/13 　6/21　7/8水 、 土 、 水 、 土 8.800 円/税込 お申込み

お問合せ

entry@gakusyu-f.jp
college@gakusyu-f.jp（担当  柳・加藤）

お得な7回セット
申込あります♪

Kusanagi Sakiko

楽習カレッジ

講　座 ”

“

作品をアドバイスします。ゼミ形式の講座なので、同じゼミ生へ作品をアドバイスします。ゼミ形式の講座なので、同じゼミ生へ作品をアドバイスします。ゼミ形式の講座なので、同じゼミ生へ作品をアドバイスします。ゼミ形式の講座なので、同じゼミ生へ
のアドバイスを聞く事はもちろん、他の人の知識や技術を吸収するのアドバイスを聞く事はもちろん、他の人の知識や技術を吸収する
機会にもなります。アドバイスの仕方が生徒指導の参考になるという受講生機会にもなります。アドバイスの仕方が生徒指導の参考になるという受講生

楽習カレッジ

講　座 ”

““イチオシ

在庫限り商品

楽習フォーラムのロゴが新しくなりました！News!




