
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

ＹＤ：ゆび織り
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
ＬＴ：リビングアート手織
ＳＤ：裂き織り
ＷＢ：輪織り

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1-20-22 三富ビル本館5階
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。
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※表記価格は全て税込み(税率8％)です
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標準価格

掲載商品は9月より発売中です

2017.10月号

新発売新発売新発売

ＭＣ ＢＳ

4,968円
ドイツのビーズ誌「Perlen Poesie vol.25」に発表さ
れた作品。6 種類のパーツを抽象模様のようにつ
なぎ合わせ、海の小さな生物の楽しげな世界をイ
メージしたデザイン。

12141
The Small World of the Blue Sea Collar
ネックレス

加藤成美 安藤潤子

4,968円
ビジューとステンレスコードでアンティークな仕
上がりに。斜め巻き結びのスピードアップや、力加
減のマスターに最適です。

20111
斜め結びのビジューネックレス

ＭＣ

加藤成美

3,780円
上品なコットンパール、ヘンプ、メタルパイプのコ
ラボレーションで生まれた、ポリュームがあるの
にとっても軽い新質感ジュエリー！

20110
縦巻き結びのコットンパールビブネックレス

● 仕上りサイズ
約40cm

ＭＣ ＭＣ

加藤成美

5,076円

巻き結びのキャトルループネックレス ～ロゼ～
加藤成美

加藤成美 3,996円
50～60年代をオマージュした、ゴージャスでちょっとレトロなネックレス。ピアノは３つに分かれたループ、
ロゼは4つに分かれたループ部分を繋げる所にさまざまなポイントを含んだデザインです。イタリア製の
ラウンドビーズを贅沢に使用し、ステンレスコードで高級感をプラス。金具を使用しないため、金属アレル
ギーの方でも安心です。

2010720106

20108

20109
巻き結びのトリコループネックレス ～ピアノ～

● 仕上りサイズ
約40cm
（モチーフ
約3.5×9cm）

● 仕上りサイズ
約50cm
（モチーフ
約6×10cm）

● 仕上りサイズ
約40cm
（モチーフ
約10×4cm）

● 仕上りサイズ
約45cm

ＭＣ

4,644円

2,808円

地中海のブルーと白い壁の家をイメージしたデザ
イン。 小さなビーズにコードを通すコツや、ステン
レスコードならではの裏ワザがあります。

タッチングリングとつゆ結びのサークル
ネックレス

イヤリング

● 仕上りサイズ
最大76cm
（ペンダントトップ
約9×4cm）
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1,728円
クロッシェカフェ　オリジナルコースカリキュラム
制作メンバーSachiyo＊Fukao先生の著者本！
「ポーチの形のバリエーション」と「編み模様のバリ
エーション」の２視点から様々な作品を掲載。

41995
【書籍】いちばんやさしい かぎ針編みのポーチ
（エクスナレッジ刊）

ＡＬＬ

3,456円
ツートーンと編みやすいサイズで、みるみるヘル
ムチェーンが上達！デイリーにも特別な日に対応
可能な、程よいインパクトのあるバングル。

21072
ヘルムのスパークリングバングル
～ジェットセッター～

ＣＭ

4,860円
鎖編みだけで作るスクエアモチーフが面白い！と
研修会場でも大好評！ショートナーがついている
ので、2重にしてチョーカータイプにすることもで
きるお得なデザインです。

17179
鎖編みのスクエアモチーフロングネックレス 
～ナイトスカイ～

ＷＬ

3,996円
繊細な編み地と絶妙なバランスで見る人の目を惹く、
美しいターキッシュラウンドを上品さとさり気ない
遊び心を感じるステーションネックレスに。

21068
ターキッシュラウンドのステーションネックレス
～レネサンス～

ＣＭ

4,212円
連なった様々なビーズが程よいボリュームと華や
かさを添えてくれるペンダント。鎖編みだけで作
れるので、基礎を学びたい方、短時間で作りたい方
に最適です。

17181
鎖編みのペンダント ～白藤～

ＷＬ

5,292円
華やかな印象とは裏腹に、鎖編みでサクサクと編
めてしまうネックレス。ワイヤーボールを簡単に
作る方法も学べます。

17178
鎖編みとワイヤーボールのネックレス 
～シャイニング・ガーデン～

ＷＬ

4,212円
大人気のトラップドビーズでつくるフラワーは、
キラキラのパヴェとパールの色味で大人の可愛ら
しさを存分に表現。花占いをモチーフにされたデ
ザインは贈り物にもぴったり。

21069
トラップドビーズのフラワーペンダント
～シークレットメッセージ～

ＣＭ

2,484円
３種類の異なるうずまきをバランスよくまとめ、
スパイラルシェイプで作るブローチ。 ＬESSON.４
クララ（商品番号：23062・23063）の予習・復習教材
としてご活用いただけます。

23074

23075

３種のうずまきとピコットの
ブローチ～ロロ～

ネイビー
グリーン

レッド
ブラウン

ＳＯＤ

2,484円
ワイヤーボールがころんとかわいいイヤリング。
短時間で作ることができるので、体験や初心者向
けレッスンにもおすすめです！

17180
鎖編みとワイヤーボールのリング＆イヤリング
 ～シャイニング・ガーデン～

ＷＬ

※表記価格は全て税込み(税率8％)です

岸美砂子岸美砂子 岸美砂子

中井恵子
山口博美

岸美砂子 ゲネス多絵

ゲネス多絵ゲネス多絵

● 仕上りサイズ
約90m
（スクエアモチーフ
約3×3cm）

● 仕上りサイズ
モチーフ
約4×7cm

● 仕上りサイズ
約5×5.3cm

● 仕上りサイズ
約45cm
（サイズ調整分5cm）

● 仕上りサイズ
約76cm

● 仕上りサイズ
手首回り 約17.5cm
（幅1.5cm）

● 仕上りサイズ
約45cm

● 仕上りサイズ
リング　フリーサイズ
イヤリング　約35cm（金具除く）


