
地域 県 住所 最寄駅　他 教室名 主宰者 問合せ先
アドレス 電話番号

宮城県 宮城郡利府町 東北本線　利府駅 スタジオ　ミルキーハート 佐々木　敦子 milky-heart-as35@docomo.ne.jp 電話：090-6782-3299

福島県 郡山市 郡山駅 工房大丸 武田　惠久子 kouboudaimaru@ybb.ne.jp 電話：024-934-8132

高崎市 上信電鉄　芳井町 - 橳島　さい子 - 電話：027-387-7653

前橋市 前橋駅 アトリエfiore 木崎　由美 fiore831yk@yahoo.co.jp
電話：090-6199-6311
　　　　027-266-7555
FAX：027-266-8005

茨城県 日立市 JR常磐線　大みか駅 アート工房R&K 村上　佐登美 satomi4988@docomo.ne.jp 電話：090-4676-5233

川口市 JR川口駅 excursion 井上　瑞穂 excursion_m@yahoo.co.jp 電話：090-3007-3036

所沢市
西武新宿線　航空公園駅

ＪＲ　東所沢駅
Fairies Factory 笠巻　志保美 info@fairies-factory.com 電話＆FAX：04-2943-8785

鎌ヶ谷市
東武野田線鎌ヶ谷駅
東口徒歩5分、P有り

手織工房 加納　和子 0318ka-ko@jcom.home.ne.jp
電話：090-8770-6688
FAX：047-412-3400

千葉市、
八千代市

京成線八千代台駅 Coup-de-Poing 河野　幸恵 webmaster@coup-de-poing.com 電話：090-5828-5926

台東区 東京メトロ　根津・千駄木駅 工房　白涼花 本木　京子 hakuryouka@gmail.com
電話：090-7204-9129
FAX：03-3821-5570

渋谷区
JR恵比寿駅、

日比谷線恵比寿駅

楽習フォーラム/
オールアバウトライフ

ワークス
waori@gakusyu-f.jp

電話：03-6362-0801
FAX：03-6683-7996

中野区 東京メトロ中野坂上 CA'WIN 松崎　信子 cawins-beads@jcom.home.ne.jp 電話：090-4748-7272

三鷹市 JR武蔵境駅、三鷹駅
Atelier L'etoile

アトリエ・レトワール
小笠原　みゆき m_primavera224@yahoo.co.jp

電話：090-7422-9905
FAX：0422-26-4048

東大和市、他
代官山、自由ヶ丘、渋谷、池袋、

恵比寿（読売カルチャー）　他
アトリエ　de Olive 歌川　智子 utagawa@msa.biglobe.ne.jp

電話：090-9151-8049
FAX：042-843-5276

町田市 小田急町田駅 ほののん 大胡　のぞみ hono-bono-nonchan@mail.goo.ne.jp 電話：080-3402-2445

横浜市
保土ヶ谷区

横浜駅、相鉄線　鶴ヶ峰駅 Ｌｉｍｅーｂｅｒｒｙ 吉田　恵子 limeberry@wb3.so-net.ne.jp
電話：080-5101-8320
FAX：045-777-7039

相模原市緑区
厚木市

橋本駅、本厚木駅 ビーズ工房AK's 畑中　明美 boo.akemi@hb.tp1.jp
電話：090-5568-5522
FAX：046-281-4950

鎌倉市扇ヶ谷1-
7

今小路クラブ
JR　鎌倉駅西口　徒歩5分 鎌倉　紅葉ヶ谷の風から 今田　尚美 - 電話＆FAX：0467-25-4855

鎌倉市 JR　大船駅 B-COSMOS ばんの　あきこ ba_ba_ba_ba_ban@yahoo.co.jp -

鎌倉市大船

ＪＲ東海道線、横須賀線、京浜東北
線、新宿湘南ライン　大船駅

徒歩４分　教室周辺コインパーキン
グ多々あり！

アトリエ　バンビーニ 中田　典子
atelier-bambini@tuba.ocn.ne.jp

電話：090-5563-2154

長野県 松本市 松本駅 スタジオ・マトリカリア 赤羽　由佳 miss_matoricaria@hotmail.co.jp
電話：080-3595-9743
　　　　0263-33-5380

名古屋市 地下鉄　野並 Spring Child 柴田　晴子 springchild2012@gmail.com
電話：090-6330-2928
FAX：052-624-8678

日進市、他 - ビーズぽっぷ 出原　三千世 mitiyo.pop-wan@ezweb.ne.jp
電話：090-3933-2232
FAX：052-808-1626

豊田市 豊田市駅
ビーズの部屋

☆Fairy Heart☆
中川　真由美 mayumayu-qln.nlp-117@ezweb.ne.jp 電話：090-4197-3339

「おりりん」が購入できる・「学べる」
お教室一覧です。

  　　　　　　　　商品の購入は下記お教室にご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　体験会や講座開催日程はお教室によって
　　　　　　　　　　　　　　　　違いますのでお問い合わせください。
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輪織りバッグが体験できるキット。輪織りバッグが体験できるキット。

2015年待望の輪織りバッグの本
「はじめての輪織り麻ひもバッグ」がパッチワーク通信社より

発売されました。「おりりん」小、中、大で織れる作品の紹介と、

下記お教室の先生の作品も掲載されています。掲載作品の

作り方もあります。全国の書店で絶賛好評発売中！
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大阪市城東区 大阪市営地下鉄　蒲生四丁目 ねこまや 奥田　さおり mail@nekomaya.net
電話：090-8532-5414
FAX：-

印西市泉
印西市泉

カインズホームカルチャー
やさしい手織り教室 野上　京子 nk0827a1302sa@ezweb.ne.jp

電話：0474-92-7036
　　　　080-5069-1876

吹田市 阪急豊津駅、御堂筋線江坂駅 アトリエＫaoru＊co 田阪　かおる kaoru.co515@gmail.com
電話：080-3805-2268
FAX：06-6388-1263

堺市 南海高野線　北野田駅 Sea and Land 尾陰　久美子 info@seaandland.net 電話：090-8792-0192

大阪狭山市 南海高野線　北野田駅 美chifon 田中　美代子 acmiyo40@msn.com
電話：090-9993-8911
　　　　072-365-2502

三田市 - ビーダー倶楽部 岩田　愛美 aine@lura.biglobe.ne.jp
電話：090-3995-7266
　　　　078-861-3453

宝塚市
阪急　中山観音駅

JR　中山寺駅
JUST ONE ミチイ　サトミ craftmamajp@yahoo.co.jp

電話：090-2065-6596
FAX:0797-89-6313

加古川市 ＪＲ東加古川駅 Ｊｕ  Ｂｅａｄｓ 寺園　千寿 ju_beads@yahoo.co.jp
電話：080-1427-5238
FAX：:079-425-5824

姫路市 ＪＲ野里駅、英賀保駅 ぶどうの木 堀田　真美子 mamiko-opensesame@ezweb.ne.jp
電話：090-2011-5788
FAX：-

四国 高知県
高知市はりまや

町
2-2-14

後免線（デンテツターミナル駅前） KAORI　art タナカ　カオリ info@kaot.jp 電話＆FAX：088-884-3741

福岡県
福岡市

城南区別府
市営地下鉄七隈線　別府駅 Factory K 吉原 かおり factoryk7124@yahoo.co.jp 電話：090-8108-8419

大分市 JR大分駅 アトリエ　花彩　（はないろ） 小野　薫 hananotayori55@yahoo.co.jp 電話：090-2391-0396

中津市犬丸
2332-53

JR 中津駅 手織教室「工房風佳」 植山　佳子 - 電話＆FAX：0979-32-5044

九州

関西

大阪府

兵庫県

大分県
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