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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

ターコイズ

サーモンピンク

オフホワイト

掲載商品は5月より発売中です

ビーズジュエ
リー

フィールド
ＢＳ・ＨＢ・Ｓ

ＯＤ

Ｓ-ＳＯ

2017.6 月号

1,728円

関けい子 関けい子

三つ編みで細く長い紐を編むロングネックレス。どのカラーもホワイトを
きかせた配色に。立体的な花の彫刻が素敵なペンダントトップで飾り大人
の可愛らしさを演出。　テクニック：三つ編み　※レシピなし

18920

18919

ブラック
18925

ピンク
18924

イエロー
18926

新発売

1,250円
キラキラと光沢のあるコード(紐)と光沢をおさえ落
ち着いたマットのコード(紐)で簡単に作れる、バラ
イティに富んだバッグとアクセサリーを紹介。 写真
による解説付きなので、初心者にも簡単に作れます。

18933
　　　 光沢＆マットコードでつくる
おとなのバッグとアクセサリー（ひとみ出版）

関けい子

大ぶりのウッドのトップと、散りばめられたウッドビーズがボリュームたっぷり
のネックレス。編み目に一粒ずつビーズを入れながらかぎ針で編んでいきます。
テクニック：鎖編みひと結び　※レシピなし

18921

18923

Hawaii 鎖編みネックレス(モノトーン系)
関けい子 関けい子

2,808円

18922
Hawaii 鎖編みネックレス(暖色系)

Hawaii 三つ編みネックレス 1,080円
グラデーションのコード3本に穴の大きなカットビーズをランダムに通し、
結び目を作っていけば、あっという間に完成。カラフルなコードがコーディ
ネートのアクセントになります。　テクニック：ひと結び　※レシピなし
　

ハワイアンコード　ノットブレスレット

378円サイズ / 0.46×51mm
特小ビーズに2回通せます。

842円サイズ / 0.35×47.5mm
特小ビーズに3回通せます。

13995 13996
チューリップ 　ビーズステッチ針 12号
2本入り

チューリップ　ビーズステッチ針１０号（長）
４本入り

ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

ＡＬＬ ＡＬＬ

1,296円
特集「春を纏う（まとう）」
アーティスト19名の作品＆レシピが掲載されてい
ます。

840円
夏のトレンドアクセサリーのレシピを、1週間コーデとともに
紹介。ディズニープリンセスのアリエルをモチーフにしたネッ
クレスやイヤリング、天然石ジュエリー、ビーズ刺しゅう、親子
で作るアクセサリー、ヒンメリ風アクセサリーなどを特集。

2,300円
楽習フォーラム15周年を記念し洗練されたデザイ
ンとなりました。
＜仕様＞中マット ベージュ色、ミニスコップ、ミニ
マット付属

10442 10443 10440
いつでも手仕事箱～ブルー～ビーズfriend 2017年夏号 Vol.55Bead Art 21号(2017年 春)

【 書籍 】 

18918

レシピ
なし

作り方は、
　　　　書籍「ハワイアンコードのブレスレット&アクセサリー（ブティック社）」をご覧ください

しっかり熱処理を加えることで、曲が
りにくく良くしなる針になり、ビーズ
ステッチ作品などの狭い隙間に針を入
れてももとに戻る。

針穴の横(耳)を削っているのでふくら
みがなく引き抜きやすくなっている。

針穴まできれいに研磨されており、
引っかかりがなく糸が通しやすい。

針先が少し丸いので糸割れしにくい。

針が細いので狭い編地に間もスムーズ 
に通る。

従来品や他社様の商品との違い

ここが違う！

マクラメジュエリー モードジュエリー

お申込み・詳細は
ＨＰをご覧ください！

東京①
東京②
大　阪
名古屋

■受講料

■講師

教材１
教材２

授業料/6.200円  教材費/7.452円（教材2点）

6/13 (火)
6/22 (木)
7/  1 (土)
7/  2 (日)　

13.976 円/税込

加藤成実先生デザイナーズセミナー
※対象　巻き結び、タッチング、つゆ結びが出来る方

東京①
東京②
名古屋
大　阪

■受講料

■講師7/14 (金)
7/15 (土)
7/21 (金)
7/22 (土)　

13.652 円/税込

ワイヤーでつくる
フラワーコサージュ＆ジュエリーセミナー 清水ヨウコのスペシャルWORK SHOP

和田まりこ・大金健浩
■講師
ビーズバランス主宰　清水ヨウコ加藤成実

結びのアクセサリー作家 クチュールジュエリーデザイナーモードジュエリー本部専任講師 東京①
東京②
大　阪

■受講料

※受講料は会員価格です

授業料/7.000円
教材費/7.290円（教材2点）

授業料/6.200円
教材費/7.776円（教材2点） ＭＪ会員受講料   12.906円

（授業料/6.200円  教材費/6.706円）

7/  1 (土)
7/  3 (月)
7/12 (水) 14.290 円/税込

『糸でつくるクチュールジュエリー（マガジンランド刊）』
4.25出版記念！ 発売

どなたでも参加できるセミナー
まだ間に合う!!
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※表記価格は全て税込み(税率8％)です

3,024円

5,292円

瞳硝子 瞳硝子

ＴＶで放送され、シャトルが完売したほど大人気のタ
ティングレース。マクラメでは、シャトルなしでこのモ
チーフが結べます！ ビーズやパールを使ってさりげな
いお洒落アイテムとして使えるペンダントヘッドです。

2,700円
サクッと作れる巻き結びとライン結びの予習・復
習にぴったりの作品です。

4,266円
ご要望にお応えして大人気の作品にカラーバリ
エーションが登場！クーラーの季節にイオンパ
ワービズはおススメです。

美しい珊瑚礁を思わせる碧にシルバーを合わせた大人の爽やか
さが魅力。

20083 20104 20105
はしご結びとトリック五つ編みのイオンパワーブレスレット
アマゾナイトホワイト

巻き結びとライン結びのアラベスクペンダントLe.21 タッチングフラワーの5弁モチーフ
～シャイニーグレー～

刺繍にも使用できるソウタシエコードを立体の花に仕上げペンダントや
ブローチとしてアレンジできる作品です。座金リーフもポイントに！
未発売の細いソウタシエコードを使用しています。

23056

3,456円

ケイ・中井

ケイ・中井立体のフリーフォームで作るペンダント。クレア同様に裏側もきれいに仕立て
ています。アクセントの花形ガラスビーズは丁寧に作られた貴重なビーズ。
メガネホルダーとしても使用できます。

2,592円

23053 23054 23055
ワイヤー芯でつくるフリーフォームのペンダント
～フラワーリング～ネイビー

ワイヤー芯でつくるフリーフォームのペンダント
～フラワーリング～ ピンク

フリーフォームでつくるペンダントネックレス
～ハッカリーフ～ブラック

フリーフォームでつくる立体フラワーのペンダント
～アラビカム～ブルー

ＳＯＤ
Ｓ-ＳＯ

ＳＯＤ
Ｓ-ＳＯ

ＳＯＤ
Ｓ-ＳＯ

ＳＯＤ
Ｓ-ＳＯ

ＳＯＤ
Ｓ-ＳＯ

ＳＯＤ
Ｓ-ＳＯ

ＳＯＤ
Ｓ-ＳＯ

ＳＯＤ
Ｓ-ＳＯ

ケイ・中井

ケイ・中井

書籍「コードが織りなす大人のアクセサリー SOUTACHE(ソウタシエ)」
表紙作品のをアレンジしたネックレスです。
驚きの技を使って簡単にソウタシエコードの立体を学びます。
※難易度が高いため制作が難しい場合は、お教室をご紹介いたします。
   （事業部直通:03-6362-0801）

4,968円
3,456円

課題では使用しなかった、海外コードを使用して
その特性を活かしたデザインでペンダントを作り
ます。

23050 23051 23052
フリーフォームでつくるペンダントネックレス
～ハッカリーフ～ターコイズ

ワイヤー芯でつくるフリーフォームのネックレス
～○△□クレア～ブラック

ワイヤー芯でつくるフリーフォームのネックレス
～○△□クレア～ピンク

ＭＣＭＣ

瞳硝子
日柳佐貴子

瞳硝子
日柳佐貴子

瞳硝子
日柳佐貴子

瞳硝子
日柳佐貴子

皆様からのご要望が大変高かった、いわゆる「南米スタイル」。
天然石を包むテクニックの作品は、出回っているものとは全く異なる瞳硝子オリジナルの技法です。 
表面から見ると、よく見るフレーミングですが、裏から見ると、天然石が落ちないようになるワザありの
もの。門外不出の技法が学べます。

4,968円 3,348円
アジアンノットの一つである叶結びと、あわじ結
びの応用発展系のテクニックに加えた技法で作り
ます。 使用するコードは、これまで使ったことがな
い、細いタイプのバフレザーになります。

20081 20084 20082
Le.20 叶結びのレザーブレスレット
～ルビーナッツ～

天然石フレーミングのオリエンタルダガーネックレス
～ラピスラズリ～

Le.19 天然石フレーミングのオリエンタルダガー
ネックレス～ブルーレース～

ＭＣ

ＭＣＭＣＭＣ

ゲネス多絵 1,836円

2106021060

21061
21062

ジャジーチェーンのブレスレット～ブルーラグーン～ブルーラグーン

エレガントなパールカラーxゴールドで新月の輝きを手首に
まとって。

21061
ジャジーチェーンのブレスレット～パーリィムーン～

パーリィムーン 愛らしいストロベリーカラーこそブラックで締めると程よい
甘さに。

体験キットにおすすめ“ブレスレット”

21062
ジャジーチェーンのブレスレット～ストロベリーラブ～

ストロベリーラブ
ケイ・中井

3,240円
1,080円

渡辺マリゼミ修了生作品集の第2弾。
Vol.2は、2期修了生の作品と1期修了生の新作を掲載。
（A5サイズ 全54ページ 掲載作品51点）

23057 10441
JAPANESE COSTUME JEWELRYカタログ Vol.2
(Byマリゼミ)

フリーフォームでつくる立体フラワーのペンダント
～アラビカム～ピンク

ＣＭ
ビ ー ズ
ジュエリー
フィールド

３カラーで

体験会にピッタリ！

チェインメイル専用丸カン、オリジナルビーズを使用しています！


