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北海道 アトリエ　ピュアスウィート 佐藤　明美 北海道札幌市
ひばりが丘駅、
西18丁目駅、円山公園駅

090-2072-2735 011-374-1380
http://puresweet-beads.com/
http://ameblo.jp/maronsweet/

akerin@poppy.ocn.ne.jp

北海道 hand made seeds 菅沼　暁子 札幌市、旭川市 円山公園駅、中央図書館前駅、旭川駅 090-9757-1519 011-511-0092 http://www.hand-made-seeds.com/ jelly.beans@jcom.home.ne.jp

北海道 工房　めがねゆきうさぎ すみえ（住友　静恵）
札幌市、岩見沢市、
旭川市、小樽市　他

札幌駅　他 090-6879-4236 http://meganeyukiusagi.fukuwarai.net/ megane_yukiusagi@yahoo.co.jp

青森県、岩手県 アトリエ　Ａｐｒｉｃｏｔ 梅村　里美 弘前市、八戸市、盛岡市 弘前駅、本八戸駅、盛岡駅 090-7337-1234 0172-34-8986 http://ameblo.jp/satomiapricot/ apricot_satomi_3103@yahoo.co.jp

岩手県 アトリエ fiorire 華 佐藤　華子 盛岡市駅前北通 盛岡駅 019-681-0803 090-4799-7646 019-681-0803 yht-s117@nifty.com

宮城県、福島県、
山形県

Rosy Drops（ロージー　ドロップス） 鈴木　博子 仙台市青葉区、福島市、山形市 仙台駅、福島駅、山形駅 090-8256-3989 022-265-1090 022-265-1090 http://ameblo.jp/rosy-drops/ rosy-drops@fuga.ocn.ne.jp

宮城県　福島県
山形県

ビーズ工房　Kei 新田　佳子 仙台市　岩沼市、山形市 　090-2956-9057 0223-31-1518 http://ameblo.jp/couleurs24/ ks-house@par.odn.ne.jp

宮城県、岩手県 アトリエ・March 渡辺　弥生 大崎市 古川駅 090-4746-8715 mistral022227yannko@docomo.ne.jp

山形県、宮城県、
福島県

ジュエリーとお花の教室 小笠原園子（3NOKKO）
山形市、上山市、
仙台市、福島市

山形駅、かみのやま温泉駅、仙台
駅、福島駅他

090-1498-9100 a_garden@agate.plala.or.jp

福島県 アトリエTeRu(テル) 草野　輝美 いわき市 いわき駅、湯本駅、泉駅 090-6257-9156 0246-92-2264 u4dbfb2c725q49@softbank.ne.jp

福島県 手づくりクラブ　ひまわり 渡辺　はるえ 福島市、郡山市 福島駅、郡山駅 024-545-8343 090-5234-1514 024-545-8343 himawariclb@yahoo.co.jp

新潟県 Beads       Cosotto 佐藤　久美 新潟県新発田市山崎 新発田駅 090‐9741‐0166 kazu18ekwa43ku@pony.ocn.ne.jp

新潟県 ビーズ教室　☆Ｂｅａｄｓ　ｂｅｅ☆ 西山　玉恵 新潟県　新潟市　中央区　女池
新潟（ヨークカルチャー・駅前カルチャー・女池教

室）　亀田（イオン南ＪＥＵＧＩＡカルチャー）
080‐5176‐2940 080-5176－3940 ａ２２９２０１１９７＠ｉｎｆｏｓｅｅｋ．Ｊｐ

茨城県 手作り工房 Twinkle 上牧　幸子 水戸市 水戸駅 029-232-3558 029-232-3558 http://www.twinkle-y.jp/ y_soleil_15@yahoo.co.jp

茨城県 ビーズジュエリー美 小林　美代子 守谷市、龍ヶ崎市 守谷駅、佐貫駅 090-8806-7399 029-783-1264 029-783-1264 ma-rumi@hotmail.co.jp

茨城県 水戸市イオンめぐみやビーズ教室 組橋　みどり 茨城県水戸市 JR常磐線　水戸駅 090-1858-4880 029-225-3792 midori17@k3.dion.ne.jp

茨城県
自分でつくるアクセサリー
** bitter x sweet **(ビタースイート)

田口　恵子 古河市 古河駅、栗橋駅 090-4969-2605 http://ameblo.jp/bitter-sweet-beads/ bitter_sweet_beads@me.com

茨城県 Ｍｏｃｈａ（モカ） 花本　みわり 茨城県取手市井野台１丁目 JR常磐線　取手駅 090-5540-6672 0297-63-2646

茨城県 アトリエ庵bar 横須賀　康代 水戸市 水戸駅 029-247-9813 029-247-9813 an-bar@vmail.plala.or.jp

栃木県 アトリエ　そうび 菊地　斉子
宇都宮市、河内郡、
小山市

宇都宮駅、雀宮駅、小山駅 090-4610-8704 seiko-k@bc5.so-net.ne.jp

群馬県 Autumn・K 秋山　敬子 高崎市高関町 高崎駅 090-6956-8591 tacchimoe-11509@docomo.ne.jp

群馬県 アトリエ　美代子 柿澤　美代子 館林市 館林駅 0276-74-7923 0276-74-7923

群馬県 アトリエ　fiore 木崎　由美
前橋市　高橋市　安中市
太田市　伊勢橋市　鴻巣市
足利市　他

027-266-7555
090-6199-6311

027-266-8005 http://blogs.yahoo.co.jp/fiore831yk fiore831yk@yahoo.co.jp

群馬県、埼玉県、
東京都

Rose Heart 金井　正子
太田市、熊谷市、深谷市、行田市、鴻巣
市、羽生市、加須市、幸手市、豊島区

048-548-5748 090-9962-4025 048-548-5748 http://rose-heart.net n_m_kanai@ybb.ne.jp

栃木県 アトリエ　そうび 菊地　斉子
宇都宮市
河内郡
小山市

宇都宮駅
省宮駅
小山駅

090-4610-8704

茨城県
栃木県　埼玉県

手紡ぎｂｉｊｏｕ　ｃｒａｚｙ-ａｐｐｌｅ
宗村　裕子

古河市　小山市　野木町　羽生市 ＪＲ古河駅 小山駅　野木駅 東武線
　　南羽生駅

090-4968-7433
http://decosisyu.exblg.jp/
http://locoplace.jp/t000308646/access/

群馬県、埼玉県、
栃木県

アトリエ fiore 木崎　由美
前橋市、高崎市、安中市、太田市、桐生
市、伊勢崎市、鴻巣市、足利市　他

090-6199-6311 027-266-7555 027-266-8005 http://blogs.yahoo.co.jp/fiore831yk fiore831yk@yahoo.co.jp

東京都 ビーズアクセサリーBlue-Bell 青木　恵理

墨田区文花、墨田区東向島、墨田区立
花
足立区梅島、足立区西新井、足立区竹
ノ塚

浅草線　半蔵門線　押上駅
　スカイツリーライン　曳舟　京成曳
舟
東武亀戸線　東あづま
スカイツリーライン
梅島　西新井　竹ノ塚

080-5457-9792 03-3613-6649
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東京都 アトリエ　Fairy-R 新井　桂子 東京都江戸川区東葛西 葛西駅 090-7705-7248 03-5679-7517

東京都 ビーズラボ・K 石黒　かんな 国分寺市、府中市、吉祥寺
西国分寺、恋ヶ窪駅、
府中駅、吉祥寺駅

080-3012-5832 042-327-5539 http://www.beadslab.jp/

東京都
is工房

井筒　真喜子 東京都武蔵野市 吉祥寺駅 0422-22-8345 0422-22-8345

東京都 北山　ゆかり 小田急・京王井の頭線　下北沢 080‐6554‐5809 0422-36-0487

東京都 Atelier Koshi 腰本　優子 東京都渋谷区代々木 03-3378－6175 03-3378－6175 http://ameblo.jp/koshibeads/ koshi-y@fk9.so-net.ne.jp

東京都 Harmony 中村　充 東京都武蔵野市八幡町 吉祥寺・三鷹・武蔵境・柳沢 080-5386-4793 0422-37-9732

東京都
クラブツーリズム(練馬/立川)
海津屋
Gallery Ｔ

宮川　利江
練馬駅・立川駅・
東十条駅・浅草橋駅

090-1614-8803

東京都
ビーズ工房　マリ
アベルナデッタ

古藤田　有夏 090-4931-8700 0423-63-3297

東京都 　Fraiche* 吉原　裕子 東京都府中市 京王線中河原駅・聖蹟桜ヶ丘駅 　090-2311-4503

東京都
トレマーガ

小須田　逸子 東京都文京区千駄木 千駄木駅　日暮里駅 03-6303-3530 03-6303-3530

東京都 ポコ・ア・ポコ 長井　光代 府中市 府中駅、国立駅、八王子駅 042-336-0616 042-336-0616

東京都 asuka　ビーズ教室 林　あゆみ
中央区銀座２丁目
中村２丁目

銀座１丁目駅
中村橋駅

090-5795-3175 03-6794-2032

東京都 アルフｪラッツ 東森　裕子 中野区
JR仲野駅、
大江戸線丸の内線中野坂上駅
西武新宿線沼袋駅

03-3387-7038 03-3319-5289

東京都
Ange　～アンジュ～

稲田　美恵 東京都三鷹市深大寺 武蔵境駅 0422-34-5653 0422-34-5653 http：//angre.multi-pocket.com/

東京都 Poco　Poco 永井　淑美 東京都新宿区下落合４－７－１６ ・西武新宿下落合駅 03-5982-7540 03-5982-7540

埼玉県、東京都 excursion 井上　瑞穂 川口市、中央区銀座 川口駅 090-3007-3036 http://excursion.cart.fc2.com/ excursion_m@yahoo.co.jp

埼玉県、東京都 アトリエ　ジュエビー 門田　ゆき子
和光市、さいたま市、
練馬区

成増駅、大宮駅、光が丘駅 048-466-5234 048-466-5234 http://www.k4.dion.ne.jp/~jewebea/ jewebea66@r6.dion.ne.jp

埼玉県
kuksa
（ククサ）

浦﨑　陽子 埼玉県川l越市
・東武東上線　霞ケ関駅
　JR川越線　的場駅

090-4759-3258
ブログ：http://ameblo.jp/kuksa-don/

kuksa3don@gmail.com

埼玉県 Rose Heart 金井　正子
太田市　熊谷市　深谷市
行田市　鴻巣市　羽生市
加須市　幸市　　豊島区

048-548-5748
090-9962-4025

048-548-5748 http://rose-heart.net n_m_kanai@ybb.ne.jp

埼玉県 アトリエN'sパレット 栗本　典子
行田市、熊谷市、
久喜市、越谷市

048-549-2568 090-1464-5894 048-555-0569 noriko@niwashi.co.jp

埼玉県 アトリエ　フェイス 近藤　明子 さいたま市 浦和美園駅 090-9157-2839 048-878-1427 048-878-1427 http://www.a-faith.net/ faith-k@lapis.plala.or.jp

埼玉県 BEADS ROOM Angel Heart 澤口　恵利
さいたま市
春日部市
幸手市

大宮駅
春日部駅
杉戸高野台駅

048-649-6899 048-649-6899 http://beads-angel-heart.jimdo.com/ h.sawa@d9.dion.ne.jp

埼玉県 Plaisir（プレジール） 山本　みどり 北本市、桶川市 北本駅、桶川駅 048-593-5270 048-593-5270 midori57@zpost.plala.or.jp 

千葉県 ビーズの実 いのうえ　めぐみ 流山市、柏市
平和台駅、柏駅、南柏駅、柏の葉キャン
パス駅、流山セントラルパーク駅

080-5051-9108 04-7155-2283 04-7155-2283 http://yaplog.jp/beeds-no-mi/ meginoue.meginoue@gmail.com

千葉県 マニュー工房 植木　理志
市川市、松戸市、
鎌ヶ谷市、船橋市

市川駅、八柱駅、鎌ヶ谷大仏駅、高根
公団駅

047-371-8686 090-6799-9473 047-371-8686 tomy-u@nifty.com

千葉県 FAIRY'S ～フェアリーズ～ 江口　真由美 柏市 柏駅 04-7103-7300 04-7103-7300 http://www.fairys.co.jp beads@fairys.co.jp

千葉県、東京都 千葉シルバー学院 岸　美砂子 富津市、港区、木更津市 青堀駅、新橋駅、木更津駅 0439-87-6181 0439-87-6218 http://www.cs-gakuin.com/ info@cs-gakuin.com

千葉県 beads J＆A 小坂　あや子
富里市、印西市、
成田市、旭市

成田駅、印西牧の原駅、旭駅 090-5772-9502 043-496-4126 kosaka@catv296.ne.jp

千葉県
Charm

関　圭子
新松戸、新浦安、取手、八柱
金町

新松戸、他 090-5501-1085 charm@gold.ocn.ne.jp
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千葉県 Beads. Lily ☆ K 鈴木　恵子 千葉市中央区、美浜区 蘇我駅、稲毛海岸駅 043-277-9570 070-5076-8405 043-277-9570 keikoyuri@mx36.tiki.ne.jp

千葉県 Felice～フェリーチェ～ 周藤　紀美恵 市川市、千葉市
市川駅、千葉駅、
五井駅

047-326-6695 047-391-5873 047-326-6695 http://kimiyell.com/ info@kimiyell.com

千葉県 atelier beads bijou 高橋　敦子 柏市 04-7133-5321 04-7133-5321 http://www.beads-bijou.jp/ ako.t-happyrabbit@nifty.com

千葉県、長野県 アート工房Mint*Blue 武井　みゆき 松戸市、長野市 東松戸駅、長野駅 090-3068-7839 http://www.geocities.jp/mintblue_beads/ beadsxxx@aol.com

千葉県、茨城県、
東京都

スタジオ　アミティエ ナガツボ　ジュンコ 松戸市、つくば市、港区
上本郷駅、つくば駅、研究学園駅、
銀座駅

090-4395-2062 047-360-1138 047-360-1138 http://www.amitienet.jp/ studio-amitie@nifty.com

千葉県 Happy Magic（ハッピー　マジック） 馬場　裕子 千葉市 稲毛駅、千葉駅 043-206-7112 043-206-7112 neko3yb@yahoo.co.jp

千葉県 ビーズワークショップ　レヴォントゥリ ふじわら　めぐみ 松戸市 松戸駅 http://revontuli55.blog12.fc2.com/ revontuli@hotmail.co.jp

千葉県 アトリエAnge 本間　久美子 鎌ケ谷市、松戸市 新鎌ケ谷駅 090-9680-0122 http://ameblo.jp/lokelani-kumi/ ange.kumi@gmail.com

東京都 ビーズアクセサリーBlue-Bell 青木　恵理 墨田区、足立区
押上駅、曳舟駅、梅島駅、西新井駅、
竹ノ塚駅

080-5457-9792 03-3613-6649 http://www.blue-bell-beads.com/ bluebell@s6.dion.ne.jp

東京都 アトリエ Fairy-R 新井　桂子 江戸川区 葛西駅 03-5679-7517 090-7705-7248 03-5679-7517 http://ameblo.jp/a-fairy-r kei.z@nifty.com

東京都 e-make ビーズ教室 池田　英里子 三鷹市 吉祥寺駅、井の頭公園駅 0422-26-6607 090-4259-7419 0422-26-6607 eripi910@ezweb.ne.jp

東京都 ビーズラボ・Ｋ 石黒　かんな
国分寺市、府中市、
武蔵野市

西国分寺駅、恋ヶ窪駅、府中駅、吉祥
寺駅

080-3012-5832 042-327-5539 042-327-5539 http://www.beadslab.jp kkh38be-celloblk@sky.sannet.ne.jp

東京都 is工房 井筒　真喜子 武蔵野市 吉祥寺駅 0422-22-8345 090-8318-3984 0422-22-8345 http://ameblo.jp/iskobo-maki idumaki@yahoo.co.jp

東京都 Ange～アンジュ～ 稲田　美恵 三鷹市 武蔵境駅 0422-34-5653 0422-34-5653 http://ange.multi-pocket.com/ ange@multi-pocket.com

東京都 ビーズスクール　アトリエ　楡（nire） 植木　早苗 多摩市 聖蹟桜ケ丘駅 090-1202-0683 042-371-2466 042-587-0502 http://www.tama-cul.com/ 2525nirenoki-0320@ezweb.ne.jp

東京都 Atelier Primavera 小笠原　美由紀 三鷹市井口 武蔵境駅 090-7422-9905 0422-26-4048 http://ameblo.jp/mprimavera m_primavera224@yahoo.co.jp

東京都 アトリエ　聡-saw- 小野　聡子 新宿区 四谷三丁目駅、信濃町駅 080-8846-6707 03-6380-1596 03-6380-1596 http://atsaw.blog.fc2.com/ atsaw2@gmail.com

東京都、
長野県（夏期のみ）

she-know's bead art 笠置　紫野 世田谷区、軽井沢町（夏期のみ） 上野毛駅、中軽井沢駅 080-5537-1153 http://www.she-knows.info/ she-knows@j07.itscom.net

東京都、埼玉県 Fairies Factory 笠巻　志保美 港区、所沢市 赤坂駅、溜池山王駅、航空公園駅 090-7808-7467 04-2943-8785 04-2943-8785 http://fairies-factory.com info@fairies-factory.com

東京都 トレマーガ 小須田　逸子 文京区千駄木 千駄木駅、日暮里駅 03-6303-3530 03-6303-3531 http://ameblo.jp/kagibari info@tremaga.com

東京都 ビーズ工房マリアベルナデッタ 古藤田　有夏 府中市 東府中駅 090-4931-8700 http://maria-beadskoubou2007maria.blogspot.com/ beads_y8700@docomo.ne.jp

東京都 アクセサリー工房Sugar（シュガー） 佐藤　和枝 大田区上池台 長原駅 090-4240-3430 03-3754-3866 http://ameblo.jp/kaz-sugar/ keme@wg8.so-net.ne.jp

東京都 あとりえ和み 清水　美和子
中央区、世田谷区、豊島区、武蔵野市、大
田区、
八王子市、調布市　他

03-3302-2017 03-3302-2017 http://www.geocities.jp/nagomi385/ nagomi385@yahoo.co.jp

東京都、神奈川
県

手作りジュエリー　Lily bell 中島　明美 世田谷区、川崎市高津区 用賀駅、溝の口駅 080-1144-8221 http://ameblo.jp/lilybell-beads/ info@lily-bell.com

東京都 anplume-beads（アンプルメ・ビーズ） 中村　知子 墨田区、足立区、台東区 両国駅、曳舟駅、北千住駅、浅草駅 090-4490-5882 03-6312-4677 http://www.anplume.jp tonchu12@yahoo.co.jp

東京都 アルフェラッツ 東森　裕子 中野区 中野駅、沼袋駅 03-3319-5289 090-6020-7714 03-3319-5289 hiroko-donaldo@mrg.biglobe.ne.jp

東京都 CA'WIN 松崎　信子 杉並区、文京区
高円寺駅、新高円寺駅、御茶ノ水駅、
新御茶ノ水駅

090-4748-7272 http://www.cawin-landerblue.com/ cawins-beads@jcom.home.ne.jp

東京都 純銀あそび／クラブツーリズム 宮川　利江
新宿区、立川市、練馬区、大田区、多
摩市

西新宿駅、立川駅、練馬駅、大森
駅、京王線聖跡桜ケ丘

090-1614-8803 mtoshie3@khaki.plala.or.jp

東京都 アトリエYugu 村上　優子 港区 六本木駅 090-5575-2451 http://www.atelier-yugu.com/ yugu@atelier-yugu.com

国立市 谷保駅、聖蹟桜ヶ丘駅 090-4931-9941 0425-73-3171 http://ameblo.jp/beadskoubou2007 beads_y1973@yahoo.co.jp
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東京都 ビーズクラフト工房　teada bijoux 森下　矢至代 豊島区目白 目白駅 090-6563-0490 090-6563-0490 http://ameblo.jp/teada-bijoux/ teada-way@i.softbank.jp

東京都 山内好美手芸スクォーラ 山内　好美 江東区 住吉駅 090-4016-2181 03-6659-2545 03-6659-2545 koma-tama.443mama@docomo.ne.jp

東京都、千葉県 Beads Raymonda（ビーズ　ライモンダ） 山本　光美 小平市、香取郡多古町
国分寺駅、鷹の台駅、芝山千代田
駅

042-312-2875 090-9399-2889 042-312-2875 https://sites.google.com/site/beadsraymonda/ petit.of.tellme@gmail.com

東京都 ビーズアート教室　fraiche*（フレッチェ） 吉原　裕子 府中市 中河原駅、聖蹟桜ケ丘駅 042-335-2485 090-2311-4503 042-335-2485
http://www.yu-fraiche.com
http://ameblo.jp/yu-fraiche/

fraiche8325@yahoo.co.jp

東京都 アクセサリー工房Y's 渡辺　由美子 杉並区 荻窪駅 080-6883-9450 03-5932-5665 http://www.accessory-ys.jp/ koubou.y-s@jcom.home.ne.jp

神奈川県、静岡
県

アトリエＫ 吾妻　京瑚 川崎市宮前区、沼津市、静岡市
鷺沼駅、北山田駅、沼津駅、東静岡
駅

090-4749-3955 044-866-7967 atelier7j3k6y@nifty.com

神奈川県 a-beadaholic（ビードホリック） 阿部　圭子 座間市相模が丘 小田急相模原駅（小田急線） 090-1212-0616 046-251-2970 046-251-2970 http://ameblo.jp/a-beadaholic/
a-beadaholic@jcom.home.ne.jp
　koikebea.aries-b@ezweb.ne.jp

神奈川県
ビーズ教室「和」

安達　和子 横浜市金沢区並木 京急富岡駅 045-785-0939 045-785-0903 adachi.kazuko@dream.com

神奈川県 アンドゥ　ビーズ教室 安藤　潤子 川崎市麻生区
新百合ヶ丘（小田急線）、あざみ野
(田園都市線）

090-9816-4989 044-988-6992 http://ameblo.jp/undeux-blog undeux_web@yahoo.co.jp

神奈川県、東京
都

Heart Made Cafe 石曽根　陽子 川崎市麻生区、稲城市 はるひ野駅、若葉台駅 090-2038-7824 http://ameblo.jp/heart-made-artist/ heartmadeartist@gmail.com

神奈川県 Nature～ナチュレ～ 岩本　雅美 平塚市 平塚駅 0463-32-1405 090-6771-3489 0463-32-1405 nature.run@white.plala.or.jp

神奈川県 friend 小林　洋子 横浜市 戸塚駅 090-7427-8699 045-861-7423 045-861-7423 yukip.10.24@docomo.ne.jp

神奈川県 びーず ＰＡＬ(パル) 佐藤　和子 横浜市瀬谷区 瀬谷駅 045-489-3368 045-489-3368 kapzuakol@yahoo.co.jp

神奈川県、東京
都、静岡県

infini（アンフィニ）ビーズ教室 多田　晴美 中央区、横浜市、浜松市 銀座駅、横浜駅、二俣川駅、浜松駅 045-391-2808 090-2220-8842 045-391-2808 http://ameblo.jp/infinibeads/ h-tada@ga3.so-net.ne.jp

神奈川県
beads castle
～ビーズキャッスル～

竹ヶ原　幸子 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町
武蔵小杉駅・新丸子駅
・向河原駅

090-3697-9107 beadscastlesachiko@gmail.com

神奈川県、福島
県

アトリエ・ＫＩＲＡＲＡ 田中　敏子 横浜市戸塚区、白河市 戸塚駅、白河駅 090-2451-6610 045-823-1240 045-823-1240 come.to@oregano.ocn.ne.jp 

神奈川県 ジュエリービーズ　Mプラス 中岡　美智子 京都府長岡京市
JR東海道本線　長岡京駅
阪急京都線　長岡天神駅

090-2495-0817 renraku@mpurasu.com

神奈川県 Marie's　Rose 中村　美紀 東京都渋谷区恵比寿　、神奈川県横浜市
JR・メトロ恵比寿駅、
田園都市線たまプラーザ駅

wiremode@jd5.so-net.ne.jp

神奈川県 Fleur（フルール）ビーズジュエリー教室 西海　多美子
横浜市都筑区、緑区、
旭区

センター南駅、中山駅、二俣川駅 080-5695-0773 045-963-0165 http://ameblo.jp/fleurbeads/ tami8733@gmail.com

神奈川県 ビーズ工房AK's 畑中　明美 相模原市、厚木市 上溝駅 090-5568-5522 046-281-4950 boo.akemi@hb.tp1.jp

神奈川県 Speranza（スペランツア） 平石　幸子 横浜市、横須賀市 横浜駅、富岡駅、県立大学駅 090-5765-4056 045-774-7317 rinamama-2488@docomo.ne.jp

神奈川県 Heart Ribbon 松本　久美子 中原区、高津区 武蔵小杉駅、溝の口駅 090-3308-6217 044-434-2432 http://ameblo.jp/piccolo-0427/ piccolo_cedro_k@yahoo.co.jp

富山県 true-grace 開発　真優美 高岡市、富山市 高岡駅、富山駅 090-1313-9574 0766-28-1259 true-grace@ypost.plala.or.jp

石川県 ステッチ　Muzeo　ムゼオ 南出　佳奈
加賀市、金沢市、
かほく市

動橋駅、金沢駅、横山駅 090-1631-8324 0761-74-8880 kawamkai@mail2.kagacable.ne.jp

石川県、富山県 カルトナージュとビーズ刺しゅう教室 村橋　祥子 金沢市、富山市、高岡市 金沢駅、富山駅、高岡駅 076-421-5782 076-421-5784 http://www.fitweb.or.jp/~mas/ atelier.murahashi.shoko@gmail.com

福井県、石川県 アトリエ遊花里 橋本　里美 坂井市、福井市、金沢市 丸岡ＢＴ、花堂駅、金沢駅 0776-67-6551 090-5173-6324 0776-67-6651 http://a-yuukari.jp yuukari@aqua.ocn.ne.jp

長野県 メイのビーズ教室 竹村　高子 長野市 長野駅、北長野駅 090-5535-3667 026-295-5868 026-295-5868 me-meko2450@ric.hi-ho.ne.jp

長野県 Ｈａｐｐｙ’ｓ 服部　春江 中野市、飯山市 上今井駅、飯山駅 090-2407-1892 0269-22-6516 onesnow_dream398@ybb.ne.jp

長野県 ビーズ教室ペブルアート 本多　直子 岡谷市、諏訪市、松本市 岡谷駅、上諏訪駅、松本駅 0266-23-8783 090-2238-1571 0266-23-8783 naohon@tiara.ocn.ne.jp
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静岡県
Art YELLOW Angel ［天使の光］
浜松佐鳴台教室

荒木　やす江 浜松市中区佐鳴台 浜松駅、袋井駅 090-1748-9286 0538-42-1627 minamikouminnkann@yahoo.co.jp

静岡県 Meeting of Hearts 小川　敦子 静岡県富士宮市万野原新田 ＪＲ身延線　富士宮駅 090-4154-6783 0544-26-4986 scapolite@live.jp

静岡県 Meeting of Hearts 小川　瑛子 静岡県富士宮市万野原新田 ＪＲ身延線　富士宮駅 0544-26-4986 0544-26-4986 scapolite@live.jp

静岡県 Honeybee　（ハニービー） 佐々木　理通子 富士宮市 富士宮駅 090-8862-8122 0544-65-2765 0544-65-2765 http://sunrisegarden.web.fc2.com/ honeybee@sunrisegarden.jp

静岡県 ビーズジュエリー　Studio SEKI 関　しのぶ 〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪 東海道本線　片浜駅 055-962-6558 055-962-6568 sohyu@nifty.com

岐阜県 Abeille Perles (アベイユ　ペルル) 後藤　友規子 岐阜県羽島郡笠松町田代 柳津駅 080-4304-1247 058-388-1247 gotoh1192@tiara.ocn.ne.jp

岐阜県 Ao beads♪
たんげ　かおり

　　（丹下　かおり）
岐阜市茜部辰新 名鉄　笠松駅 080-6960-5697 fkamc@re.commufa.jp

三重県
ビーズ教室　アンジュナ

佐渡　英子
三重県桑名市
（桑名東医療センター隣）

桑名駅 090-9927-0831 0594-24-2330

三重県 アトリエ　VIOLE　AYU
羽木　歩

三重県松阪市嬉野中川新町 中川駅  090-8551-6294 0598-42-8202 violet-fortune-ayou@zc.ztv.ne.jp

愛知県、岐阜県、
三重県

天使のおくりもの 石川　由美子
安城市、名古屋市、名古屋西区、岐阜
市、四日市市

安城駅、名古屋駅 080-4225-9220 0566-74-8993 0556-74-8993 http://ameblo.jp/oasis-angel/ love.yumiko425@gmail.com

愛知県 ままわんこ 石田　佐奈栄 豊橋市 新所原駅 0532-41-5098 090-1097-3919 0532-41-5098 http://mamawanko.dosugoi.net/ masasana@rio.odn.ne.jp

愛知県 ビーズ　ホップ 出原　三千世
日進市、豊田市、
愛知郡、大府市

090-3933-2232 052-808-1626 mitiyo.pop-wan@ezweb.ne.jp

愛知県 明夢創工房（あむそうこうぼう） 今井田　志保 一宮市、名古屋市中区 妙興寺駅、栄駅 090-8459-2950 0586-64-0446 http://www.pope.hm/pepe/ beads@pope.hm

愛知県、岐阜県 スタジオ　ル・レーヴ 大久保　由紀子 名古屋市名東区 一社駅 052-701-8638 090-9233-2028 052-701-8638 yukiko-o@wa2.so-net.ne.jp

愛知県 ビーズパフェ 岡本　恵子
名古屋市東区、
名古屋市中区

砂田橋駅、栄駅 090-5030-5362 http://www.bpafe.com/ keiko@bpafe.com

愛知県 Atelier couleurs（アトリエ　クルール） 榊原　晴美 豊橋市 豊橋駅 090-7600-9425 0532-64-8315 http://ameblo.jp/couleurs24/ couleurs24@yahoo.co.jp

愛知県 Spring Child 柴田　晴子 名古屋市緑区 鳴海駅、鹿山（市バス） 090-6330-2928 052-624-8678 http://ameblo.jp/spring-child/ springchild2012@gmail.com

愛知県 Happy　Space　Sora 高木　明美 愛知県名古屋市千種区、守山区 JR　新守山駅、地下鉄　鶴舞駅 090-8138-3333 052-880-2974 happy_space_sora＠yahoo.co.jp

愛知県 YOU　華 筒井　光子 ・愛知県西尾市岡島町 名鉄　西尾駅 090-2775-3748 0563-52-4037 m-tutui.arigato-358@docomo.ne.jp

愛知県 B E A C R O S H E 原野　洋子 愛知県知多市巽が丘 巽ヶ丘 090-8335-0670 wyriko-1@ma.medias.ne.jp

愛知県 J-MOON（ジェイ・ムーン） 平松　仁美 名古屋市、豊橋市、岡崎市、蒲郡市 名古屋駅、豊橋駅、岡崎駅、蒲郡駅 0533-75-4622 0533-75-4622 http://www.cj-moon.ecnet.jp/ info@cj-moon.ecnet.jp

愛知県 kyons flower 深谷　知子 名古屋市緑区 中京競馬駅前駅 090-5868-5170 http://www.facebook.com/Kyonsflower kyonsflower@yahoo.co.jp

愛知県 Miya 古田　さとみ 豊田市、知立市 豊田駅、知立駅 090-7042-9315 http://ameblo.jp/satomi-no-heya/ satomi_chan_mail@docomo.ne.jp

愛知県 ビーズボックスLaLa 松本　由美子 名古屋市緑区滝の水 鳴海駅 052-891-6524 052-891-6524 http://homepage3.nifty.com/BeadsboxLaLa yumi.m.0728@nifty.com

愛知県 nanairo 森　奈々 愛知県瀬戸市 新瀬戸・中水野
090-8420-3841

0561-48-3364 shop@nanairobeads.com

愛知県 ビーズジュエリー教室　ゆるり 山根　依栄 岡崎市 岡崎駅 0564-58-1380 0564-58-1380 http://locoplace.jp/t000236494/top beadskyousitu@yahoo.co.jp

愛知県 Ｈｅｌｉｏｔｒｏｐｅ 渡辺　友美

名古屋市天白区Cafe　pina、
中川区クラフトハートトーカイ、
西区浄心MERSEY BEAT、
清洲カルチャーセンター

090‐7868-6945 052-381-3299 heliotrope@leaf.ocn.ne.jp

京都府
ビーズジュエリー・EquesRei
（エクレス・レイ）

高畑　玲香 京都市、右京区、下京区 松尾駅、烏丸駅 075-384-8374 080-6132-7539 075-384-8374 http://equesrei.web.fc2.com/ epimomo99@car.ocn.ne.jp
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大阪府、京都府、
兵庫県　他

アヴァンセ 梅沢　知代 大阪市中央区、京都市　他 本町駅、烏丸駅　他 072-743-7889 090-8538-8337 072-743-7889 http://www.avanc.jp/ umezawa@kyoei-1.co.jp

大阪府 ピノヴィオレッタ　・　小阪カルチャー教室 江端　弥栄 東大阪市 八戸ノ里駅 06-6724-0372 090-3354-3092 06-6723-3092 http://www.kosaka-culture.com/ pinovioletta@ymail.plala.or.jp

大阪府 Largo Mode（ラルゴ　モード） 木坂　牧子 大阪市淀川区 神崎川駅 090-9610-0343 06-6350-0929 http://largomode.web.fc2.com tn9iz7@bma.biglobe.ne.jp

大阪府 elm green（エルムグリーン） 北ノ原　真弓 大阪市北区 梅田駅、中崎町駅 06-6373-7787 06-6373-7799 http://www.elmgreen.jp info@elmgreen.jp

大阪府 ル・ド・シオンジュエリー教室 木下　美智代 大阪市中央区 心斎橋駅 0120-64-0989 06-6211-5924 http://www.le-de-sion.com/ school@le-de-sion.com

大阪府 VIVI・AN 白川　晴美 大阪市阿倍野区 天王寺駅、阿倍野駅 090-6208-6280 06-6624-0720 http://www.vivi-an.com
  enjoy-craft@vivi-an.com
 �

大阪府 ビーズ教室　ラクサナ 武田　直子
京都市北区紫竹　北大門町１１２－１
風路北山店内

京都市バス　４６系統
　大宮大門店

090-7755-3481 lwaxama..ds9@gmail.com

大阪府 Naoko Beads Collection 西田　尚子 大阪市中央区、堺市西区 本町駅、心斎橋駅、浜寺公園駅 090-8529-9907 072-262-3813 072-262-3813
http://tiara.my.coocan.jp/hp/?naoko-beads-
collection
http://locoplace.jp/t000215835/

naoko.beads@gmail.com

大阪府
Mano Classe Emi

恒岡　恵美 大阪市住吉区 帝塚山４丁目駅 080-5702-1698 06-6627-2127 info＠manoclasse-emi.com

大阪府 Petit☆Heart（ぷち☆はあと） 肥後　なおこ 堺市南区、和泉市 栂・美木多駅、光明池駅 080-3792-7378 072-299-8727 http://petit-heart.main.jp/ petit-heart@sakai.zaq.ne.jp

大阪府、兵庫県 JUST ONE 道井　聡美 池田市、宝塚市、伊丹市 石橋駅、中山駅、伊丹駅 090-2065-6596 0797-89-6313 craftmamajp@yahoo.co.jp

大阪府 ろみんず 山口　博美 大阪市城東区 深江橋駅 090-8535-2065 06-6965-5639 http://blogs.yahoo.co.jp/yhiromijp yhiromijp@yahoo.co.jp

大阪府 トレッジャ　チェスト 山崎　初美 守口市 守口市駅 06-6991-7513 06-6991-7513 yamayama-sun@mkc.zaq.ne.jp

大阪府 Ｊ´ｓ工房 山田　純子 大阪市鶴見区 放出駅 06-6965-7755 06-6965-7755 http://www.jskobo.com/ junko-putty@mbg.nifty.com

兵庫県 STUDIO COLOR 多木　佐瑤子
神戸市中央区、
神戸市長田区、
神戸市垂水区、加古川市

三ノ宮駅、元町駅、新長田駅、舞子駅、
舞子公園駅、加古川駅

090-1420-2733 http://www.studiocolor.jp/ info@studiocolor.jp

兵庫県
petit

梅本　亜紀 兵庫県西宮市甲子園口 JR甲子園口駅 090－4901－6611 0798-66-6567
　petit-petit@nyc.odn.ne.jp

兵庫県 ビーズスタジオ・さくら 櫻井　恭子 神戸市中央区 ・阪急　阪神駅、春日野道駅 078-251-4060 078-219-9156 k.sakura99@gmail.com

兵庫県 舞kobe 田中　朋香 神戸市垂水区 垂水駅、舞子駅、学園都市駅、名谷駅 078-784-0003 078-784-0003 mtor@hi-net.zaq.ne.jp

兵庫県 Ju Beads 寺園　千寿 兵庫県加古川市 JR 東加古川駅 080-1427-5238 079-425-5824 Ju_beads@yahoo.co.jp

兵庫県 n+（エヌプラス） 堀江　直美 兵庫県伊丹市 ・阪急　伊丹駅 090-3895-6623 072-779-3226 hdgf9201@hcc1.bai.ne.jp

兵庫県
はんどめいど　JUST　ONE

道井　聡美 宝塚市中山五月台
京急：中山駅
JR：中山寺駅

090-2065-6596 0797-89-6313 craftmamajp@yahoo.co.jp

兵庫県 Quadrifoglio 中森　弘馨 兵庫県宝塚市
天満橋駅、千里中央駅
飯塚駅、逆瀬川駅、

090-7497-1962 0797-84-9059 quadrifoglio-26@docomo.ne.jp

兵庫県、大阪府 ミルキーブレス 百合　貴美子 尼崎市、神戸市、大阪市 武庫之荘駅、三宮駅、京橋駅 090-1950-5074 06-6433-6058 06-6433-6058 http://www.milky-breath.com info@milky-breath.com

奈良県
アトリエ
hana　bouquet　ムツコ

宮田　睦子
奈良県生駒市北大和
京都府精華町光台

学園前駅、北生駒駅
祝園駅

090-1221-6950 0743-79-0673

奈良県 studio rararun 吉田　友美 生駒市 生駒駅、白庭台駅 090-9692-6187 0743-78-2205 http://ameblo.jp/studio-rararun/ studio-rararun@kcn.jp

滋賀県 Beads　Dolce（ビーズドルシェ） 阿部　朋子
滋賀県大津市　勤常福祉センター
京都市山科区　御陵集会所

JR大津駅　山科駅 077-534-8991 077-534-8991 beads-dolce@y3.dion.ne.jp

岡山県、広島県 アトリエ智、NHK文化センター福山 川島　智子
岡山県倉敷市、
広島県福山市

倉敷駅、福山駅 090-3379-1533 086-426-7266 086-426-7266 http://www.geocities.jp/atelier_nocturne/ impromptu-87911@docomo.ne.jp

岡山県 アトリエ　ベルジェ 越宗　玉恵 岡山市中区平井 岡山駅 090-5698-6265 086-273-5999 086-273-5999 http://mbp-okayama.com/atelierverge ksmntme@ybb.ne.jp

岡山県 山田千代子のコスチュームジュエリー 山田　千代子 岡山市北区、倉敷市 岡山駅、倉敷駅、中庄駅、児島駅 090-4144-5445 086-428-3628 http://www3.kct.ne.jp/~senni518/ yumechiyo119@mx7.kct.ne.jp



☆ビーズ・デコ刺しゅう☆　お教室一覧

都道府県 教室名 主宰者名 教室所在地 最寄り駅 電話番号 電話番号 FAX番号 URL(HP/ブログ等) E-mailアドレス

広島県 サンリブカルチャー教室アトリエダリア 高井　真佐子 安佐北区、安芸郡 可部駅、矢賀駅 090-2806-6031 082-899-2125 taka-m@hicat.ne.jp

広島県 Favorite Beads 中村　里子 広島市、安芸郡 090-4578-9532 http://favorite.art.coocan.jp favorite-beads-sn@docomo.ne.jp

広島県 Atelier Chocoo（アトリエ　チョコ） 山田　恵美 広島市西区、中区
JR横川駅・JR西広島駅（送迎有）、
本通り

090-3632-0481 082-231-1453 http://homepage3.nifty.com/chocoo/ pipi-07@nifty.ne.jp

山口県 アトリエ　Fleur 松村　美代子 岩国市、柳井市 南岩国駅、由宇駅、柳井駅 090-5371-5753 0827-63-6565 miyo-m44-chocolate@docomo.ne.jp

徳島県 アクセサリー教室　REI 福井　麗子 徳島市 徳島駅 088-633-1711 http://ameblo.jp/polymerart-rei/ mocomoco7010@yahoo.co.jp

愛媛県、香川県 ああと de nana・co 田中　ゆかり 松山市、高松市 松山駅、高松駅 090-4782-8738 089-956-5852 089-956-5852 http://ameblo.jp/aatodenana-co/ nanaco-kinngyo@tau.e-catv.ne.jp

和歌山県
Beads　beauty

矢川　恵美 和歌山県岩出市 紀伊駅 0736-61-3513 miharu-mama6057@ares.eonet.ne.jp

福岡県 アトリエYuko 小山　裕子
北九州市小倉北区、
福岡市東区

小倉駅、千早駅 090-2392-4584 093-436-1358 yuko.k@kyj.biglobe.ne.jp

福岡県 あとりえＳａｉｔａ－ｋ 齊田　喜代美 大牟田市 新栄町駅 090-9587-5919 0944-56-5096 saita_528@yahoo.co.jp

福岡県 ビーズのBrillante 重松　緑
福岡県飯塚市横田
トライ アム サンカクヤ　本社横　姪浜
店

JR新飯塚駅
地下鉄 姪浜駅

0948-25-0977 0948-25-0977 http://www.fcom.ne.jp/mem/brillante/ beadsshop_brillante@yahoo.co.jp

福岡県、長崎県 クールローズ　～Cool Rose～ 平松　好江 福岡市中央区、長崎市 渡辺通駅、長崎駅 090-8233-3210 092-725-2239 092-725-2239 http://www.cool-rose.com/ info@cool-rose.com

福岡県
Latowa　～ラトゥワ～

福田　ひとみ
西鉄バス「大濠」
　　　　「大濠公園南」

090-8770-1206 092-741-3761 spyz7f79@able.ocn.ne.jp

福岡県 elegance spice 吉野　リエコ 福岡市中央区 唐人町駅 090-7381-1870 092-716-5065 092-716-5065 http://ameblo.jp/a-gerbera/ lucky358@eri.bbiq.jp

熊本県
アトリエ　Nature（ナチュール）

道家　太紀 阿蘇郡南阿蘇村 090-8606-9943 0967-67-2755

佐賀県 ビーズ&キルトハウス・ベアーズポー 木村　純子 神埼市神埼町 神埼駅 0952-52-8648 090-7988-6557 0952-52-8648 http://ameblo.jp/nannganasisuki/ bearspo624@docomo.ne.jp

熊本県 ビーズ工房RiRi 上田　理恵 熊本市、山鹿市 熊本駅 096-360-3362 090-9577-7593 090-360-3362 riri_no_beads@yahoo.co.jp

熊本県 有明楽器カルチャースクール 曽我　尚子 熊本市健軍 096-382-7708 090-3012-8111 096-382-7708 dunk2005@s3.kcn-tv.ne.jp

熊本県 アトリエ　Nature（ナチュール） 道家　太紀
福岡市、上益城郡、
阿蘇郡

090-8606-9943 0967-67-2755 taki_chan_jp@yahoo.co.jp

大分県 Crystal Roses 梶原　美緒 大分市 高城駅、牧駅 097-558-2817 090-9476-5859 097-558-2817 http://ameblo.jp/risaki1113/ crystalroses1113@hotmail.com

長崎県
ビーズハーモニー

吉田　奈留美 長崎県大村市 竹松駅 0761-74-8880 0957-55-4934

宮崎県 宮日アイカルチャーセンター　イオン宮崎 立元　昌子 宮崎市 宮崎駅 090-5291-5493 0985-24-7127 0985-24-7127 shoko_beadsadviser@yahoo.co.jp

宮崎県、鹿児島
県、東京都

手工芸Musée 山崎　美枝
宮崎市、鹿児島市、
大田区、目黒区

木花駅、中央駅、田園調布駅、自由が
丘駅

090-9072-8818 http://www.mimusee.com mail@mimusee.com


