
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

刺繍フィールド

ＡＢ：ビーズアートステッチ教授
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：ビーズアートステッチ
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

スペシャリテフィールド

フードアートフィールド

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。

標準価格 /

デザイン / デザイン /

標準価格 /

デザイン /

標準価格 /

掲載商品は2018.2 月より発売中です

2018.3 月号

エアパ
ールビューティーキット第2弾

対象 ビーズジュエリーフィールド
刺繍フィールド

ＢＳ ＡＢ
　

3,996円
「ペヨーテチューブ」に増し目と減目をとりいれるこ
とで、ネックレスのセンターを飾る立体的なモチー
フに！シンプルなのに印象的なモダンデザイン。

エアパールビューティーに
様々なビーズを組み合わせ、
あふれるような煌めきを表
現したネックレス。

ワイヤーの先で様々なビー
ズがきらめきあうコサー
ジュ。髪飾りやチョーカーへ
のアレンジ可能な優秀アイ
テムです。

25046
ペヨーテチューブで編むネックレス～オクト～

渡辺友美 澤田美子

2,808円
いつもは作り目などに使われる脇役のラダーステッ
チを主役に大抜擢！「鎖」をイメージした細身のスタ
イリッシュなラインに、ニュアンスの違う白のビーズ
のハーモニーで優しい印象をプラスしました。

12147
ラダーステッチで編むネックレス～strada～

ＢＳ

松永美佐子

3,780円
おなじみのデイジーチェーンの糸回しに「ひと工
夫」を加えることで、優雅な曲線を描く編み地にラ
ンクアップ！女性らしいエレガントな表情に仕上
がりました。

12146
デージーチェーンのアレンジで編むラリエッタ
～ラフィネ～

● 仕上りサイズ
約48cm

● 仕上りサイズ
約93cm

● 仕上りサイズ
約64cm

キスカ
グレージュ
モカ×キスカコンビ

10188
10189
10190

標準価格 / 各 3,186円

エアパールビューティーの
編み込みネックレス

グレージュ×キスカコンビ
モカ×キスカコンビ

10191
10192

標準価格 / 各 2,916円

エアパールビューティーの
ツイストコサージュ

10190

10188
10189

10191

10192

● 仕上りサイズ   ネックレス約43～45cm(サイズ調整約51㎝まで)  ／ ブローチ約7×6cm

※表記価格は全て税込み(税率8％)です



標準価格 /

標準価格 /

標準価格 /標準価格 / 標準価格 /各

デザイン /デザイン /

デザイン /

2,592円
はぎ合わせてベスト風にもなるショールサイズを
中心に、季節に合わせた素材バリエーションと作
り方を紹介。1年中使える織りのパターン集です。

6420
手織りを楽しむ まきものデザイン200
増補改訂版
（誠文堂新光社）

各 842円

ハマナカ ファインネット
45.5×75.5cm

ラメルヘン・テープ 
＜3mm 50m＞

1,431円
1,431円
1,620円
1,620円
1,620円
1,620円
1,620円
1,620円
1,620円

※表記価格は全て税込み(税率8％)です

箕輪直子著

2,376円
アフガン編みとループクロッシェを組み合わせた
ネックレス。「アフガン編みはちょっと不安」な方
も安心のプロセスを画像入りテキスト同封！
長さは2タイプから選べます。

41902
アフガン編みのスパイラルネックレス

ＣＣ

1,646円
異素材をミックスしたカラフルさと、ふんわり感
がかわいらしいシュシュ。

40074
L1　鎖編みで編む～フワフワシュシュ
ボタニカル

ＣＣ

4,644円
変わりヘリンボーンクロッシェで編む小ぶりで品
の良いオーバル型バッグ。易しく作れる取り外し
可能なコサージュつきです。
● 仕上りサイズ　横幅25×高さ24cm（ハンドル含まず）

41900

ヘリンボーンクロッシェの
オーバルバッグ

ライト
グレー

18805
黒

18806
ベージュ

41901
ライト
ブラウン

ＣＣ

フ ァ ブ
リ ッ ク
フィールド

Ha-Na

Ha-Na 

Ha-Na 

18829
18830
18831
18832
18833
18834
18835
18836
18837

2,160円
2,160円

112 ホロスモーキー 
113 ホロトパーズ

18826
18827

ハワイアンコード 
＜5mm 30m＞

大賞  内閣総理大臣賞、金賞  文部科学大臣賞・
厚生労働大臣賞（全て予定）受賞作品や入賞
作品を展示

3/26 月  － 30 金 4/26 木  － 28 土

[ 東京都美術館   1階 第2展示室 ] [ 東京ビッグサイト ]
9:30-17:00 (入場は16:30まで)
初日は13:00開場、最終日は14:00閉場
（入場は13：30まで） 

10:00-18:00
※最終日は17:00まで入 場 無 料

詳細は 4月初旬に楽習フォーラムホームページでご案内予定

ぜひ皆さまお越しくださいませ !!イベント情報

「 日本ホビーショー 」へ出展AJCクリエイターズ
コレクション展 2018

公募展
第11 回

ビーズアートステッチ、ジュエリーク
ロッシェ、ソウタシエジュエリー、
オートクチュールビーズ刺繍ジュエ
リーの展示やワークショップを開催。

対象 おとなのバッグセミナー
受講修了者

1030 マットレッド
1230 マットブルー
1330 メタリックピンク
1430 メタリックブルー
1530 メタリックローズ
1630 メタリックサファイア
1730 メタリックエメラルド
2030 エナメルラテ
2330 エナメルブラック

標準価格


