
北海道

北海道

岩手県
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埼玉県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

長野県

長野県

静岡県

三重県

大阪府

大阪府

大阪府

兵庫県

兵庫県

広島県

山口県

山口県

徳島県

佐賀県

熊本県

大分県

工房 めがねゆきうさぎ

hand mades seeds

アトリエFiorire華

アトリエｔｅｒｕ

アトリエN’s パレット

Ｒｏｓｅ　Ｈｅａｒｔ

beads J&A

e-makeビーズ教室

Shelley 

Coofa

京王友の会

BEADVA

Heart Ribbon

ビーズフレンズ

beads castle ～ビーズキャッスル～

MIKI’S BEADS BIJYOU & WORKS

happy's

メイのビーズ教室

Art  YELLOW  Angel  [天使の光]  浜松佐鳴台教室

Honeybee

スタジオ ル・レーヴ

ビーズ教室アンジュナ

 Largo Mode（ラルゴ モード）

elm green（エルムグリーン）

Quadrifoglio（クアドリフォリオ）

ろみんず

Atelier  Soave

ＳＴＵＤＩＯＣＯＬＯＲ

Favoritebeads

アトリエ Fleur

ビーズサミューゼ

アクセサリーRei

クールローズ

ビーズ＆キルトハウス・ベアーズポー

ビーズ工房RiRi

Le.vitrail

　すみえ（住友　静恵）

上月　つきの

佐藤　華子

草野　輝美

栗本　典子

金井　正子

小坂　あや子

池田　英里子

遠野　美香

小野　聡子

宮川　利江

木下　百合子

松本　久美子

小林　洋子

竹ヶ原　幸子

中村 美紀

服部　春江

竹村　高子

荒木　やす江

佐々木　理通子

大久保　由紀子

佐渡　英子

木坂　牧子

北ノ原　真弓

中森　弘馨

山口　博美

道井　聡美

多木　佐瑤子

中村　里子

松村 美代子

松本　由美子

ふくい　れいこ

平松　好江

木村　純子

上田　理恵

谷本　嘉恵

札幌市［大通駅、西18丁目駅］

札幌市、中央区［JR札幌駅　地下鉄円山公園駅　市電中央図書館前駅、JR旭川駅］

盛岡市［盛岡駅］

いわき市平、いわき市 小名浜、郡山市 （4月から開講）［JRいわき駅、JR泉駅、JR郡山駅］

行田市、久喜市、越谷市［吹上駅、久喜駅、越谷駅］

鴻巣・熊谷・行田・深谷・羽生・加須・幸手・上尾、太田、池袋［鴻巣・吹上・籠原・行田・深谷・羽生・加須・幸手・上尾駅、龍舞駅、池袋駅］

千葉県富里市、千葉県印西市、東京都台東区［成田駅、印西牧の原駅、浅草橋駅］

三鷹市井の頭［井の頭公園駅］

小平市［西武新宿線 花小金井駅］

狛江市［狛江駅］

多摩市、練馬、中野坂上［京王 聖跡桜ケ丘駅、練馬駅、中野坂上駅］

大田区  池上［東急池上線  池上駅、東急多摩川線   矢口渡駅  又は  武蔵新田駅］

川崎市中原区、高津区［武蔵小杉駅］

横浜市戸塚区［戸塚駅］

川崎市中原区［武蔵小杉駅、新丸子駅、向河原駅］

渋谷区恵比寿、川崎市高津区、横浜市青葉区［JR・東京メトロ恵比寿駅、田園都市線二子新地駅、田園都市線たまプラーザ駅］ 

飯山市、中野市［飯山駅、中野駅、上今井駅］

長野市、もんぜんぷら座、りんごの湯［長野駅、北長野駅］

浜松市、袋井市［JR浜松駅、JR袋井駅、JR愛野駅］

富士市、富士宮市、東毛呂（準備中）［富士駅、富士宮駅、東毛呂駅］

名古屋市名東区、各務原市［名古屋市営地下 鉄東山線 一社駅、名鉄犬山線 新鵜沼駅］

桑名市［桑名駅］

大阪市淀川区新高［阪急神戸線 神崎川駅］

大阪市北区［阪急 梅田駅、地下鉄 中崎町駅］

大阪市、豊中市、宝塚市、西宮市［天満橋駅、千里中央駅、逆瀬川駅、宝塚駅、夙川駅］

大阪市城東区［深江橋駅］

宝塚市、川西市［阪急中山観音駅、JR中山寺駅、阪急川西能勢口駅］

神戸市中央区三宮元町、神戸市垂水区舞子、長田区新長田、加古川市［三宮駅、元町駅、舞子駅、新長田駅、加古川駅］

広島市、安芸郡府中町

岩国市、由宇町、柳井市［南岩国駅、由宇駅、柳井駅］

萩市［東萩駅］

徳島市

福岡市中央区渡辺通、長崎市［地下鉄七隈線 渡辺通駅、西鉄薬院駅、JR長崎駅］

神崎市神崎町［神崎駅］

熊本市、菊池郡、山鹿市［熊本駅、光の森駅］

大分市中央町［大分駅］

埼玉県 
群馬県 
東京都

千葉県 
東京都

都道府県 教室名／主催者名　※［ ］内は最寄駅 連絡先 

静岡県 
埼玉県

愛知県
岐阜県

大阪府 
兵庫県

福岡県
長崎県

（データは2016年1月現在のものです。）

http://meganeyukiusagi.fukuwarai.net/

http://hand-made-seeds.com/

http://rose-heart.net

http://www.beads-ja.jp/

 http://ameblo.jp/enjoybeads/

https://www.facebook.com/ShelleyJewelry/

http://coofa.web.fc2.com/

http://ameblo.jp/piccolo-0427/

http://ameblo.jp/deco8deco8/

https://mikinakamura.amebaownd.com/

ameblo.jp/hinode-pearl/

http://anjuna-beads.jimdo.com/

http://largomode.web.fc2.com

http://www.elmgreen.jp

http://ameblo.jp/romin7/

http://www.studiocolor.jp/

http://favorite.art.coocan.jp

http://s.ameblo.jp/miyo-fleur/

https://www.facebook.com/cool.rose.x/

雑貨デザインコースお教室一覧

megane_yukiusagi@yahoo.co.jp

jelly.beans@jcom.home.ne.jp

yht-s117@nifty.com

atorieteru@i.softbank.jp

noriko@niwashi.co.jp

rose_heart@skyblue.ocn.ne.jp

kosaka@catv296.ne.jp

eripi910@ezweb.ne.jp

shelley20077@gmail.com

coofa2013@gmail.com

mtoshie3@khaki.plala.or.jp

lily510110@yahoo.co.jp

piccolo_cedro_k@yahoo.co.jp

yukip.10.24@i.softbank.jp

beadscastlesachiko@gmail.com

shopgirl@jd5.so-net.ne.jp

spring-pic.1106@docomo.ne.jp

me-meko2450@ric.hi-ho.ne.jp

minamikouminnkann@yahoo.co.jp

honeybee@sunrisegarden.jp

yukiko-o@wa2.so-net.ne.jp

sado@fine.ocn.ne.jp

tn9iz7@bma.biglobe.ne.jp

info@elmgreen.jp

foglio-0206@jttk.zaq.ne.jp

yhiromijp@yahoo.co.jp

craftmamajp@yahoo.co.jp

-

favoritebeadss@yahoo.co.jp

miyo-fleur-beads@docomo.ne.jp

ymatsu1950@hi2.enjoy.ne.jp

happylife201503@yahoo.co.jp

melody-1999@nifty.com

-

riri_no_beads@yahoo.co.jp

y8700921@gmail.com

090-6879-4236 

090-9757-1519 

019-681-0803　090-4799-7646

090-6257-9156　0246-92-2264

048-549-2568　090-1464-5894

090-9962-4025　048-548-5748

090-5772-9502   

090-4259-7419 

090-7757-0211 

080-8846-6707 

090-1614-8803 

03-3754-1898 

090-3308-6217　044-434-2432

045-861-7423　090-7427-8699

090-3697-9107 

-

0269-22-6516　090-2407-1892

090-5535-3667　026-295-5868

090-1748-9286 

090-8862-8122　049-298-5856

052-701-8638　090-9233-2028

090-9927-0831 

090-9610-0343 

06-6373-7787 

090-7497-1962 

090-8535-2065 

090-2065-6596 

090-1420-2733 

090-4578-9632 

090-5371-5753 

0838-22-6175　090-9061-3954

090-2892-7010 

090-8233-3210 

0952-52-8648　090-7988-6557

090-9577-7593 

090-4519-7224 

2016年夏開講
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MIKI’S BEADS BIJYOU & WORKS

happy's

メイのビーズ教室

Art  YELLOW  Angel  [天使の光]  浜松佐鳴台教室
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アトリエ Fleur

ビーズサミューゼ

アクセサリーRei

クールローズ

ビーズ＆キルトハウス・ベアーズポー

ビーズ工房RiRi
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　すみえ（住友　静恵）

上月　つきの

佐藤　華子

草野　輝美

栗本　典子

金井　正子

小坂　あや子

池田　英里子

遠野　美香

小野　聡子

宮川　利江

木下　百合子

松本　久美子

小林　洋子

竹ヶ原　幸子

中村 美紀

服部　春江

竹村　高子

荒木　やす江

佐々木　理通子

大久保　由紀子

佐渡　英子

木坂　牧子

北ノ原　真弓

中森　弘馨

山口　博美

道井　聡美

多木　佐瑤子

中村　里子

松村 美代子

松本　由美子

ふくい　れいこ

平松　好江

木村　純子

上田　理恵

谷本　嘉恵

札幌市［大通駅、西18丁目駅］

札幌市、中央区［JR札幌駅　地下鉄円山公園駅　市電中央図書館前駅、JR旭川駅］

盛岡市［盛岡駅］

いわき市平、いわき市 小名浜、郡山市 （4月から開講）［JRいわき駅、JR泉駅、JR郡山駅］

行田市、久喜市、越谷市［吹上駅、久喜駅、越谷駅］

鴻巣・熊谷・行田・深谷・羽生・加須・幸手・上尾、太田、池袋［鴻巣・吹上・籠原・行田・深谷・羽生・加須・幸手・上尾駅、龍舞駅、池袋駅］

千葉県富里市、千葉県印西市、東京都台東区［成田駅、印西牧の原駅、浅草橋駅］

三鷹市井の頭［井の頭公園駅］

小平市［西武新宿線 花小金井駅］

狛江市［狛江駅］

多摩市、練馬、中野坂上［京王 聖跡桜ケ丘駅、練馬駅、中野坂上駅］

大田区  池上［東急池上線  池上駅、東急多摩川線   矢口渡駅  又は  武蔵新田駅］

川崎市中原区、高津区［武蔵小杉駅］

横浜市戸塚区［戸塚駅］

川崎市中原区［武蔵小杉駅、新丸子駅、向河原駅］

渋谷区恵比寿、川崎市高津区、横浜市青葉区［JR・東京メトロ恵比寿駅、田園都市線二子新地駅、田園都市線たまプラーザ駅］ 

飯山市、中野市［飯山駅、中野駅、上今井駅］

長野市、もんぜんぷら座、りんごの湯［長野駅、北長野駅］

浜松市、袋井市［JR浜松駅、JR袋井駅、JR愛野駅］

富士市、富士宮市、東毛呂（準備中）［富士駅、富士宮駅、東毛呂駅］

名古屋市名東区、各務原市［名古屋市営地下 鉄東山線 一社駅、名鉄犬山線 新鵜沼駅］

桑名市［桑名駅］

大阪市淀川区新高［阪急神戸線 神崎川駅］

大阪市北区［阪急 梅田駅、地下鉄 中崎町駅］

大阪市、豊中市、宝塚市、西宮市［天満橋駅、千里中央駅、逆瀬川駅、宝塚駅、夙川駅］

大阪市城東区［深江橋駅］

宝塚市、川西市［阪急中山観音駅、JR中山寺駅、阪急川西能勢口駅］

神戸市中央区三宮元町、神戸市垂水区舞子、長田区新長田、加古川市［三宮駅、元町駅、舞子駅、新長田駅、加古川駅］

広島市、安芸郡府中町

岩国市、由宇町、柳井市［南岩国駅、由宇駅、柳井駅］

萩市［東萩駅］

徳島市

福岡市中央区渡辺通、長崎市［地下鉄七隈線 渡辺通駅、西鉄薬院駅、JR長崎駅］

神崎市神崎町［神崎駅］

熊本市、菊池郡、山鹿市［熊本駅、光の森駅］

大分市中央町［大分駅］

埼玉県 
群馬県 
東京都

千葉県 
東京都

都道府県 教室名／主催者名　※［ ］内は最寄駅 連絡先 

静岡県 
埼玉県

愛知県
岐阜県

大阪府 
兵庫県

福岡県
長崎県

（データは2016年1月現在のものです。）
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雑貨デザインコースお教室一覧
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jelly.beans@jcom.home.ne.jp

yht-s117@nifty.com

atorieteru@i.softbank.jp

noriko@niwashi.co.jp
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kosaka@catv296.ne.jp
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yukip.10.24@i.softbank.jp
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spring-pic.1106@docomo.ne.jp

me-meko2450@ric.hi-ho.ne.jp

minamikouminnkann@yahoo.co.jp
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yukiko-o@wa2.so-net.ne.jp

sado@fine.ocn.ne.jp

tn9iz7@bma.biglobe.ne.jp

info@elmgreen.jp

foglio-0206@jttk.zaq.ne.jp

yhiromijp@yahoo.co.jp

craftmamajp@yahoo.co.jp

-

favoritebeadss@yahoo.co.jp

miyo-fleur-beads@docomo.ne.jp

ymatsu1950@hi2.enjoy.ne.jp

happylife201503@yahoo.co.jp

melody-1999@nifty.com

-

riri_no_beads@yahoo.co.jp

y8700921@gmail.com

090-6879-4236 

090-9757-1519 

019-681-0803　090-4799-7646

090-6257-9156　0246-92-2264

048-549-2568　090-1464-5894

090-9962-4025　048-548-5748

090-5772-9502   

090-4259-7419 

090-7757-0211 

080-8846-6707 

090-1614-8803 

03-3754-1898 

090-3308-6217　044-434-2432

045-861-7423　090-7427-8699

090-3697-9107 

-

0269-22-6516　090-2407-1892

090-5535-3667　026-295-5868

090-1748-9286 

090-8862-8122　049-298-5856

052-701-8638　090-9233-2028

090-9927-0831 

090-9610-0343 

06-6373-7787 

090-7497-1962 

090-8535-2065 

090-2065-6596 

090-1420-2733 

090-4578-9632 

090-5371-5753 

0838-22-6175　090-9061-3954

090-2892-7010 

090-8233-3210 

0952-52-8648　090-7988-6557

090-9577-7593 

090-4519-7224 

2016年夏開講


