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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

090-5234-1514 himawariclb@yahoo.co.jp

デコレ教室・アトリエbijouboxes 山岸　陽子 福島市太田町・渡利 福島駅

090-7322-1582 tubasatomattyann@yahoo.co.jp

アトリエ　teru 草野　輝美 いわき市　平・湯本・小名浜 いわき駅・湯本駅・泉駅

090-6257-9156 atorieteru@i.softbank.jp

手紡ぎbijou crazy-apple 宗村　裕子 下都賀郡／古河市／羽生市 野木駅／古河駅

090-4968-7433 tumugu-deco@excite.co.jp http://decosisyu.exblog.jp/

CHE’ZMOI　しぇもあ 守武　典子 邑楽郡板倉町 板倉東洋大前駅

090-9321-1668 notarika@ezweb.ne.jp

ＡｔｅｌｉｅｒＢｅａｄｓＤｅｃｏ 橋本　祐子 川越市 川越駅・本川越駅

080-2672-6255 yntnman@gmail.com http://atelierbeadsdeco.blog.so-net.ne.jp

Perce-neige 稲葉　由希 春日部市 北春日部駅

090-9955-6753 perce_neige_y@yahoo.co.jp http://ameblo.jp/perce-neige-y/

アメジストハウス 北 弘子 大田区西糀谷 糀谷駅

03-3741-2702 hiro.hiro.226@ezweb.ne.jp http://ameblo.jp/2005-2013

手芸サロン　シャンピニオン 南井　友紀子 杉並区 荻窪駅　西荻窪駅

090-5507-3731 yukiko.minamii@gmail.com

Maju Deco 山口　真理子 世田谷区 三軒茶屋駅

maju_beads@yahoo.co.jp http://ameblo.jp/maju-beads/

Coofa 小野　聡子 狛江市、調布市、府中市 狛江駅、和泉多摩川駅、国領駅、府中本町駅、府中駅

080-8846-6707 coofa2013@gmail.com http://atsaw.blog.fc2.com/

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 atelier7j3k6y@nifty.com http://ameblo.jp/atelier-brilliant-rose

Nature～ナチュレ～ 岩本　雅美 平塚市 JR平塚駅

0463-32-1405 nature.run@white.plala.or.jp
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Studio Kahana* 水上　かよ 横浜市都筑区 中川駅・たまプラーザ駅

kahana@kmail.plala.or.jp http://ameblo.jp/kahanads/

リトルクラウン教室ヨークカルチャーセンター新潟、
fée fleur 美咲町教室 、ヨークカルチャーセンター長岡
fée fleur成城教室

中嶋　久美子
新潟市中央区、新潟市中央区美咲町、長岡市
／世田谷区成城

新潟駅、長岡駅／成城学園前駅

090-3566-0359 flower.cathedral2010@gmail.com http://hautecouturefleur.web.fc2.com/ http://ameblo.jp/neconocita/

ジュエルDｅCｏRe富山校 SAMA SAMA 角谷　美帆 氷見市 氷見駅

0766-72-8005 samasamahimi@yahoo.co.jp http://ameblo.jp/karichan888/

Art YELLOW Angel「天使の光」浜松佐鳴台教室 荒木　やす江 浜松市・袋井市 JR浜松駅・JR袋井駅愛野駅

090-1748-9286 minamikouminnkann@yahoo.co.jp

ビーズぽっぷ 出原　三千世 日進市、豊田市、東郷町、大府市

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

decoredeco 教室 小澤　伸子 名古屋市千種区、中区 本山駅、伏見駅

052ｰ228ｰ9284 zawazawa9330@gmail.com http://www.lavieenfleur.amorrose.com/ http://ameblo.jp/decoredeco/

BASIC ベイシック 本間　節子 岡崎市材木町 名鉄東岡崎駅

090-3968-6641 info@basic-f.jp http://www.basic-f.jp http://ameblo.jp/basicflower/

ロザフィ＆ファッションデコのお教室Rozafi　Kanon 市川　加奈 豊橋市杉山町 渥美線杉山駅

090-4262-8701 rozafi.kanon@gmail.com http://rozafikanon.com/ http://rozafikanon.dosugoi.net/

K＆S 窪田　澄子 江南市、一宮市 江南駅

090-8130-3820 himeka@ybb.ne.jp http://sumiko.rosepink.us/ http://sumiko.rosepink.us/wordpress

フラワーデザインサロン　アモールローゼ 岩藤　貴恵 名古屋市中区栄 伏見駅

090-1235-8739 flower-design-salon@amorrose.com http://www.amorrose.com/

キラキラデコとロザフィのお教室 山内　智恵子 みよし市三好丘 三好ヶ丘駅

090-9178-3211 rozaficoco@yahoo.co.jp http://ameblo.jp/rozaficoco/

Maison de Rose Etoile 安村　珠里 長久手市 杁ヶ池公園駅

090-9914-9032 maisonderose23@gmail.com http://ameblo.jp/une-rose-sucree/
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Le Sourire(ル・スリール）ハンドメイド教室 藤井　宏美 名古屋市南区、緑区 名鉄本星崎駅、JR南大高駅

090-8041-8873 fjhrm15.skysea.08po@gmail.com http://ameblo.jp/skysea-08po/

Jewelry Princess akiel 本巣市／豊田市 穂積駅／三河上郷駅

090-4165-1258 jewel@love-akiel.sakura.ne.jp http://jeweldecore.akiel.net/ http://ameblo.jp/lovexakiel/

Cote　Pente 脇坂　さやか 伊賀市東高倉 JR伊賀上野駅

090-7433-8876 green_place050119@yahoo.co.jp http://profile.ameba.jp/cote-pente2010/

ビーズファクトリー大阪店、浜寺自宅教室 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 naoko.beads@gmail.com http://m.locoplace.jp/t000215835

Lino（リノ） 岡　加奈子 枚方市 京阪香里園駅

090-8821-6237 ukurere159@gmail.com

Mano　Classe　Emi 恒岡　恵美 大阪市住吉区帝塚山中4丁目 帝塚山4丁目駅

080-5702-1698 info@manoclasse-emi.com http://www.manoclasse-emi.com/ http://ameblo.jp/nandemodekiru/

アトリエＫaoru＊co 田阪　かおる 吹田市垂水町 阪急豊津駅、御堂筋線江坂駅

080-3805-2268 kaoru.co515@gmail.com http://ameblo.jp/kaoru-co1

Luna-tears~ShuA home~ 上阪　彩 奈良県 天理線-前栽駅

090-8571-0169 lunatears.nara.shuahome@gmail.com http://shua-home.jimdo.com/ http://ameblo.jp/mens-mam/

JUST ONE ミチイ サトミ 宝塚市、西宮市／池田市 JR中山寺駅、阪急中山駅、池田駅

090-2065-6596 craftmamajp@yahoo.co.jp

Beadsroom crescent 笠原 リカ 倉敷市 倉敷駅

090-2802-3692 richy410@hotmail.com

サンリブカルチャー教室 高井　真佐子 安佐北区・安芸郡 可部駅・矢賀駅

090-2806-6031 taka-m@hicat.ne.jp

手工芸Musee 山崎　美枝 宮崎市／鹿児島市／大田区、目黒区 宮崎木花駅／鹿児島中央駅／田園調布駅、自由が丘駅

090-9072-8818 mail@mimusee.com http://mimusee.com http://ameblo.jp/peritopa/

アトリエＭａｎｙ 上堀内　芳代 鹿児島市宇宿3丁目 市電脇田電停・ＪＲ宇宿駅

099-285-1187 ateliermany@sun.gmobb.jp http://ateliermany.milkcafe.to/ http://ameblo.jp/many234/
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