
2012夏のビーズコレクション 

5/30（水）～6/4（月）＜最終日は 6時まで＞ 

伊勢丹新宿店本館７階＝催物場 
協力：ビーズ friend、株式会社ベストアライアンス、ステッドラー日本株式会社 

公益財団法人 日本生涯学習協議会、一般社団法人 楽習フォーラム、株式会社コロネット 

今回はリリアンジュエリーとジュエル DeCoReの会員ブースを設け作品を販売します。 

今までとは違ったアクセサリーに出会えるチャンス！。 

○6/1（金）ビーズ＆ボタンショーに渡米前の関けい子先生が来店しワークショップを開催！ 

○6/3（日）ジュエルＤｅＣｏＲｅで活躍中の恒岡恵美先生が来店しワークショップを開催！ 

各先生の作品は初日より販売！ 

（関けい子先生作品はリリアンジュエリーブース、恒岡恵美先生作品はジュエルＤｅＣｏＲｅブースで販売です） 

:*******************＊＊＊＊＊:******************* *＊＊＊＊＊:******************* *＊＊＊＊＊:********** 

（敬称略） 

 

岸美砂子・清水美和子・周藤紀美恵、余合ナオミ（X-SENSE ブースで販売）、リリアンジュエリー会員ブース、

ジュエルＤｅＣｏＲｅ会員ブース 

 

 

 

 

稲田嘉子、井上瑞穂、岡本恵子 

 

 

 

青木恵理、ナガツボジュンコ 

･･････････････････・・・････・・・･･･    5月の注目ポイント！  ････・・・・・・・・・・・・･････････・・・・・・・・・ 

 

人気の先生がワークショップを開催！お申込みは 5/21（月）より 10時からお電話にて承ります。 

（伊勢丹新宿店 電話：03-3352-1111大代表）席に限りがありますので、お早めにお申し込み下さい。 

 

 

やってみたいけど、ワークショップは難しそう・・初心者さん向けにミニワークショップを開催！ 

お申込みはビーズコレクション会場で承ります。 

 

 

ポイント１ 

ポイント２ 

全日程（5/30（水）～6/４（月））出展 

前半 3日間（5/30（水）～6/1（金））出展 

 

後半 3日間（6/2（土）～6/4（月））出展 

前半 3日間（5/30（水）～6/1（金））出展 

 



❀-ワークショップとミニワークショップ 作品は各作家紹介に掲載しています-❀ 

※参加費はすべて講習費・材料費込。ワークショップ定員毎回 30名様/ミニワークショップ定員毎回 6名様 

 5/30（水） 5/31（木） 6/1（金） 

ワークショップ 13：00～ 清水美和子 10：30～ 周藤紀美恵 13：00～ 関けい子 

 6/2（土） 6/3（日） 6/4（月） 

ワークショップ  10：30～ 恒岡恵美 10：30～ 岸美砂子 

ミニ 

ワークショップ 

12：00～  

ジュエルＤｅＣｏＲｅ 

12：00～ 青木恵理 

15：00～ ナガツボジュンコ 
12：00～ リリアンジュエリー 

その他 ←  6/2（土）からの限定商品を販売！  → 

 

                                       （すべての価格は税込みです） 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ＷＥＢマークのついた商品は「伊勢丹ホームページ」でもご購入いただけます。 

詳しくはアドレスをごらんください。www.isetan.co.jp/living 預かり期間：5/21（月）午前 10時～6/3（日） 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

■岸美砂子  http://ameblo.jp/chibasilvergakuin/  

2010年 Yumi Katsura「2010春夏パリ・オートクチュールコレクション」と「2010GRAND COLLECTION IN  

TOKYO」でコスチュームジュエリー制作に携わり 2010年 12月、NHK教育テレビ「すてきにハンドメイド」へ 

出演。編み物歴 25年の経験とパリ・オートクチュールコレクションのセンスを生かした作品は、多くのファン 

を作り出している。 

 

 

 

夏花のネックレス ＷＥＢ 

（ターコイズブルー・ピンクよりお選び下さい） 

サイズ：約 42cm  （アジャスター5ｃｍつき） 

キット 8,400円 / 完成品 19,950円 

土台はワイヤーワークで様々な花モチーフはかぎ針で編んで完成させる作品。 

とても綺麗な半貴石とシェルを使用し、花モチーフにコイルパーツを編み込んだ 

レーシー感のあるさわやかな夏のネックレスです。 

※他の商品は伊勢丹 WEBでチェック！ 

 

 

 

 

全日程（5/30（水）～6/4（月））出展（50音順でご紹介） 

http://www.isetan.co.jp/living
http://ameblo.jp/chibasilvergakuin/


❀ワークショップ❀ 6/4（月）10時 30分～ 

Wハートのチョーカー 
（レッド・ブルーグリーン・ブロンズよりお選び下さい） 

サイズ：約 40ｃｍ 、約ヘッド部分 12ｃｍ  

講習料：3,950円 

初めての方でも編める方でも楽しめる、ワイヤーならではの特徴を生かした 

かわいらしいハートモチーフの作品です。 

 

 

 

 

 

 

 

❀6/2（土）からの限定商品❀ 

Flower Elegance （ネックレス） 
サイズ：約 45ｃｍ 、約フリンジ 12ｃｍ 

キット 12,600円 / 完成品 21,000円 

2007年ビーズアートジャパン大賞にてホワイトリボン賞を受賞した 

「Silver White Elegance」をアレンジしました。 

様々なテクニック満載で、シルエットが美しい商品です。 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

        ■清水 美和子  http://www.nagomistyle.net/ 

放送局を退社後楽習フォーラムのビーズスキル認定を取得。2009年 2月、東京で開催された 

桂由美先生のブライダルショー「45th Anniversary 2009 YUMI KATSURA PARIS GRAND COLLECTION」に 

て作品採用。「NHK「おしゃれ工房」（現在「すてきにハンドメイド」）に出演し、ジュエリークロッシェを紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nagomistyle.net/


ボーダーターキッシュ（ネックレス）WEB 

サイズ：約 65ｃｍ 

キット 7,560円 / 完成品 15,750円 

ターコイズのブルーをリフレインしてボーダーとストライプがリズミカルな表情です。 

ドーナッツ状の籐のパーツは完成品なので、留め具として前で付け外しができます。 

※他の商品は伊勢丹 WEBでチェック！ 

 

 

 

 

 

❀ワークショップ❀ 5/30（水）13時～ 

リボンネックレス～ルミノワ～ 
（ブラックまたはライトサファイアよりお選びください） 

サイズ：ネックレス部分約 45ｃｍ、モチーフ部分約 1.5ｃｍ×2.5ｃｍ 

講習料：4,935円 

ジュエル DeCoReを形成しながら小さなリボン型の作り方をマスターします。 

空間をあける方法や９ピンの付け方など、小さな中にもテクニックが満載！ 

制作に必要な道具の一部が含まれるお得なキットです。 

 

 

 

❀6/2（土）からの限定商品❀ 

レーシーコードのネックレス～オーガニック～ 
サイズ：約 68ｃｍ 

キット 7,875円 / 完成品 15,750円 

リボンとレースのような編み地が繊細で愛らしいロングネックレス。 

生成りカラーでナチュナルな表情です。 

6/2（土）からののみオリジナル特製折りたたみトルソー 

（通常価格 2,940円）をお付けします。 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

 



 

■周藤 紀美恵 http://ameblo.jp/felice-kimie/ 

ビーズステッチ研究員、ビーズアートジャパン大賞 2008 で文部科学大臣賞をはじめ多くのコンテストで

受賞。認定教科書などを共著で出版。2009 年からアメリカの「Beads＆Button Show」にて講師を務め

る。「スッキリ！！」で紹介された直後、ホームページアクセスが集中したため回線がパンクしたほど。

昨年河出書房新社から「ビーズステッチで作る憧れの大人アクセサリー」出版された。 

 

ゴールデンマイカのロングネックレス WEB 

サイズ：約 85ｃｍ 

キット 7,350円 / 完成品 15,750円 

半貴石のゴールデンマイカとオニキスを贅沢に使い大人かっこいいロングネックレスに 

なりました。2連の短いネックレスとしてもお使いいただけます。 

※他の商品は伊勢丹 WEBでチェック！ 

 

 

 

 

 

❀ワークショップ❀ 5/31（木）10時 30分～ 

オープンダイヤのペンダントネックレス 
サイズ：約 50ｃｍ 

講習料：3,780円 

ペヨーテステッチでひし形を作ります中心にはスワロフスキービーズをあしらい 

エレガントなネックレスになりました。 

 

 

 

 

 

 

❀6/2（土）からの限定商品❀ 

アクアマリンとラブラドライトのネックレス 
サイズ：約 70ｃｍ 

キット 5,850円 

夏らしい涼しげなネックレスになりました。少し長めのネックレスは Tシャツや 

ワンピースとも相性がいいので、今年の夏は活躍しそうです 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

http://ameblo.jp/felice-kimie/


■関けい子 6/1(金)来店！（商品はリリアンジュエリーブースで販売） 

http://ameblo.jp/charmkeiko/ 

コスチューム・ブライダルコンテスト銅賞。そのほか、多数のコンテストで入賞。 

ジュエリークロッシェ認定教材をはじめ、雑誌や書籍に掲載しているさまざまなキットのデザインも担当。

2010 年 11 月 ＮＨＫ「すてきにハンドメイド」でリリアンを紹介するため初出演。2011 年 4 月ＮＨＫ「すてきに

ハンドメイド」に好評につき第 2弾のリリアンを紹介するべく出演を果たす。 

 

プレリュード グリーン ネックレス WEB 

サイズ：約 70ｃｍ 

キット 4,725円 / 完成品 15,750円 

リリアンアレンジ編みの作品です。２つの素材が絡み合って不思議な編み地に仕上がっていま

す。初夏らしいグリン系のシャーベットカラーでまとめました。 

リリアンニッターを別途ご準備下さい。 

※他の商品は伊勢丹 WEBでチェック！ 

 

 

 

人魚の夢 WEB デザイン：石井真由美、監修：関けい子 

サイズ：約 42ｃｍ～45ｃｍ 

キット 5,040円 / 完成品 10,500円 

ふんわりした編み地に軽いトップが付け心地満点です。クリスタライズをたっぷり入れたリ

リアンの編み地に、グラデーションの入ったきれいなカボションをフランス製のスパンコー

ルで縁取った刺繍のトップをつけました。 

※他の商品は伊勢丹 WEBでチェック！ 

 

 

 

❀ワークショップ❀ 6/１（金）13時～ 

ターコイズブルーのＹラインネックレス 
サイズ：ネック部分約 54ｃｍ、トップ部分約 13ｃｍ 

講習料：4,200円 

リリアン編み初心者の方でも楽しんで作って頂ける作品です。ターコイズカラーが初夏らしく、

大活躍しそうなアイテムです。リリアン伝道師関けい子ならではのマル秘テクニックも講座内

で紹介します。 

 

 

 

 

http://ameblo.jp/charmkeiko/


❀リリアンジュエリーのミニワークショップ❀ 

※6/4（月）12時～ミニワークショップで体験できます。講師は未定 

あみいとで編むストラップ 

（エメラルドグリーンかピンクよりお選び下さい） 

講習料：800円 

はじめての方でも編みやすい「あみいと」を使って、リリアンのストラップを作ります。 

光るビーズで仕上げます。 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

■恒岡恵美 6/3（日）来店！（商品はジュエルＤｅＣｏＲｅブースで販売） 

http://ameblo.jp/nandemodekiru/ 

大阪府在中。ジュエルDeCoRe認定エグゼクティブデザイナー。ビーズ雑誌に数多く取り上げられ、「ア

ーツ Jクラフツ 2010」ではクリソスシルバークリエイター賞を受賞するなど多くのコンテストで賞を受賞。 

「YUMI KATURAパリ・オートクチュールコレクション 2010」、「YUMI KATURA大阪コレクション 2010」で

オリジナルコスチュームジュエリー制作を担当。 

 エレガントハート New カラー4色 

※6/2（土）12時～ミニワークショップで体験できます。講師は未定 
（シャーベットグリーン、シャーベットピンク、ブラック、ゴールド） 

サイズ：約チェーン部分 44cm+アジャスター6ｃｍ、ハート部分約 2ｃｍ 

キット 1,800円 / 完成品 3,600円 

今一番熱い注目を浴びている「ジュエルパテ」を使ったペンダント。 

今回は 4色ご用意しました。 

※他の商品は伊勢丹 WEBでチェック！ 

 

❀ワークショップ❀  6/3（日）10時 30分～ 

ジュエル DeCoRe ベアーのチャーム＆ネックレス 
（ハニー、マロン 2色）  

サイズ：ベア部分 約 1.5ｃｍ 

講習費：3,150円 

今一番熱い注目を浴びている「ジュエルパテ」を使ったベアーのチャーム。 

粘土のようなパテにブイカットのラインストーンを埋め込みます。 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

http://ameblo.jp/nandemodekiru/


 

■余合ナオミ  （商品は X-SENSEブースで販売） 

http://www.naomiyogo.com/index2.html 

横浜生まれ。少女時代にウィーンで暮らし、クリムトやアールヌーボー様式に影響を受ける。 

1990年、多摩美術大学卒業。在学中、ワイヤーアートに出合い、企業や商業施設への展示及び 

ディスプレーのオブジェを多数手がけるほか、近年は雑貨やジュエリーを中心に制作。 

NHK「おしゃれ工房」（※現在「すてきにハンドメイド」）に出演や雑誌への掲載など、幅広く活動中。 

 

YOGOXスワロフスキー・エレメントの２wayネックレス WEB 

サイズ：リボン約 100ｃｍ、ネックレス約 50ｃｍ、首回り約 96ｃｍ 

完成品のみ 29,400円 

クリソライトオパール、パシフィックオパールなどのスワロフスキー・エレメントを 

ふんだんに使用した贅沢なネックレスです。アメリカ製のシルクリボンを通すことに 

よって 3連のネックレスとして、ジーンズからドレッシーなワンピースまで幅広く 

楽しんでいただける作品です。 

 

 

 

 

 

 

ヴィンテージスタイルのネックレス WEB 

サイズ：首回り約 51ｃｍ+アジャスター5ｃｍ、 

ペンダントトップ 縦約 13ｃｍ×横約 7ｃｍ 

完成品のみ 39,900円 

ヴィンテージのバロックパールを使いデコルテに華やぎをもたらすネックレスです。 

パーティーで身につけて頂いてもいいですが、あえてデイリーに身につけるのも 

素敵です 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antique Pinkのネックレス＆ブレスレット WEB 

サイズ：ネックレス約 60cm ブローチ部分約 7ｃｍ 

ブレスレット 手首周り約 18ｃｍ アジャスター6ｃｍ  

ハートチャーム 約 2.5ｃｍ 

キット ブローチ 14,700円 / ブレスレット 8,400円 

スワロフスキー・エレメントの人気カラー、アンティークとゴールドを

ふんだんに使い、ブレスレットとブローチにしました。渋みのあるピン

クが甘くなく大人の雰囲気なのでデイリー使いにも。ポイントに使わ

れたパールカラーが全体を上品な印象に。 

 

 

 

 

 

 

■稲田嘉子 http://members3.jcom.home.ne.jp/beads-stellar/ 

半貴石や希少パーツとクリスタライズを組み合わせた、 

普段着をお出かけ着に変身させるアクセサリーを考案しています。 

 

 

 

オーシャンブルーペンダント WEB 

サイズ：約 76㎝＋アジャスター5㎝、ヘッド約 6㎝×4.5㎝ 

キット 7,850円 / 完成品 15,750円 

ヒトデの形と、いろいろなタイプのクリスタライズを組み合わせたことで、 

輝きが一層ましたペンダントです。チェーン部分には、半貴石ターコイズを 

加えました。ラフなスタイルにも合うように、ペンダントにしました。 

※他の商品は伊勢丹 WEBでチェック！ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

■井上瑞穂 http://ameblo.jp/beadsexcursion/ 

身につけやすさ、つけていて楽しくなるような作品作りを心がけております。 

またキットに関しては作る楽しさも一緒に味わっていただけるようデザインと 

作り方にも一工夫をいれております 

前半 3日間（5/30（水）～6/1（金））出展 

 

http://members3.jcom.home.ne.jp/beads-stellar/


 

Summer wave （ネックレス） 

サイズ：チェーンの長さ約 48ｃｍ～53cm 

キット 4,725円 / 完成品 8,400円 

トップはスカシパーツを利用し、水晶のさざれとホワイトジェイドをワイヤーで 

飾り付けをします。フリンジをつける事で夏の波の躍動感を表現しました。 

ネック部分は簡単なワイヤーレースジュエリーの技法（ワイヤーを鎖編みするだけです）を 

取り入れ、チェーンと合せてしっかりとした作りになっています。 

夏にむけてぴったりの作品です！ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

■岡本恵子 http://ameblo.jp/kei215/ 

ジュエリークロッシェ、リリアンジュエリー、ビーズステッチを中心に、 

アクセサリーをはじめ愛らしいモチーフのキットをご用意しております。 

あっと驚くテクニックを使った商品もありますので、是非お立ち寄り下さい！ 

 

棒針で編むプチラメバッグのチャーム WEB 

（ゴールド・シルバーの２色を準備） 

サイズ：モチーフ部分 約５ｃｍ×約４ｃｍ 

キット 4,600円 / 完成品 10,800円 

ビーズニッティングで、夏らしい小さなラメバッグのチャームです。 

小さなバッグでありながらも、星やハートがたくさんついた 

チャームがキュート！ 

※他の商品は伊勢丹 WEBでチェック！ 

 

 

 

 

 

■青木恵理 http://ameblo.jp/blue-bell/ 

手作りアクセサリーを身につけたい方に。 

半貴石やガラスビーズの色合いを大切にしたキットをご用意しております。 

 

 

 

 

後半 3日間（6/2（土）～6/4（月））出展 

前半 3日間（5/30（水）～6/1（金））出展 

 



 

ふんわリボン（ネックレス） 

サイズ：約 46cm（長さ調節可） 

キット 4,725円 

大粒できれいな半貴石をメインに、ダブルコアスパイラルを 

リボンの様な形に仕上げる面白いテクニックを使っています 

 

 

 

 

❀ミニワークショップ❀ 6/3（日）12時～ 

サマーレースネックレス（ビーズステッチ） 
講習料：3,675円 

夏のさわやかさを感じられる、ホワイトシェルをちょっと変わった 

方法で包みレーシーなネックレスを作ります。 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

■ナガツボジュンコ http://www.amitienet.jp/ 

魅彩ビーズ！色にこだわり、パリでみつけたお気に入りのビーズ。 

そんなビーズでオリジナルアクセサリーをお届けしています。 

 

 

 

トライアングルエンベリッシュと Decoボールのネックレス 

サイズ：約 50㎝ 

キット 7,140円 

ピンチビーズを使ったトライアングルボールを作ります。 

すてきなエンベリッシュになりました。 

ミステリアスカラーの Decoボールも合わせて・・・。 

 

 

 

 



 

 

❀ミニワークショップ❀ 6/3（日）15時～ 

ワイヤー渦巻き飾りのメタルリングネックレス 

（ワイヤーワーク） 
講習料：5,250円 

渦巻きを作るとワイヤーが楽しくなります。 

そんなワイヤー飾りでメタルリングを使ってソフトエレガントなネックレスに 

仕上げました。半貴石も入ってさわやかな夏を迎えられそうです。 

 

 


