
アドレス 電話番号 FAX番号

北海道千歳市 三浦　千津子 0123-23-1287 0123-23-1287

宮城県塩竈市 長渕　陽子 ynbu@triton.ocn.ne.jp 022-361-5331 022-361-5331

宮城県塩竈市 古山　文子 furufuru@triton.ocn.ne.jp 090-2272-8840 022-364-7388

宮城県仙台市 熊田　郁子 yusuian@m5.gyao.ne.jp 022-221-5822

秋田県秋田市 佐々木　真知子 kochima213@live.jp 018-845-7110 018-846-6627

秋田県秋田市 柴田　啓子 gure2481@yahoo.co.jp 018-846-5620 018-846-5620

福島県会津若松市 小野木　久子 info@beadwork-duke.com 090-7078-1168

福島県二本松市 服部　容子 ryo-1001@sc4.so-net.ne.jp 0243-23-7855 0243-23-7855

福島県福島市 黒澤　昌子 t0-t0@oregano.ocn.ne.jp 070-5621-9921 024-548-5640

茨城県つくば市 前田　由美 amx16926@mail2.accsnet.ne.jp 029-847-9915 029-847-9915

茨城県土浦市 橋田　宏子 soy_in_5147@yahoo.co.jp 080-1361-3111

埼玉県さいたま市 後藤　美由紀 miyuki-1958910@hotmail.co.jp 048-833-9974 048-833-9974

埼玉県さいたま市 平野　雅美 lucky1219m@yahoo.co.jp 080-3680-3811

埼玉県久喜市 戸田　千奈美 hinachi.411@gmail.com 0480-59-2153

埼玉県川越市 吉沢　智子 time-joy.abc.567.tomo@docomo.ne.jp 049-270-8857

千葉県我孫子市 廣田　マリ子 ZAQ00330@nifty.com 04-7183-4202 04-7183-4202

千葉県鎌ヶ谷市 加納　和子 0318ka-ko@jcom.home.ne.jp 090-8770-6688 047-412-3400

千葉県千葉市 木村　美和子 miki0709@mist.dti.ne.jp 043-251-9651 043-251-9651

千葉県千葉市 河野　幸恵 yaimania@gmail.com 090-5828-5926

千葉県白井市 野上　京子 nk0827a1302sa@ezweb.ne.jp 047-492-7036 047-492-7036

千葉県茂原市 藤井　光子 fujii.4649@seagreen.ocn.ne.jp 0475-25-0706 0475-25-0706

東京都渋谷区 楽習フォーラム yubiori@gakusyu-f.jp 03-6362-0801 03-6893-0294

東京都国立市 松本　好代 matsumoto.853@r4.dion.ne.jp 042-572-1358 042-572-1358

東京都西東京市 井上　繁子 inoue.shigeko@gmail.com 042-466-3300 042-451-5766

冬本番の季節に「ゆび織りで作ったマフラー」を、弊社の菱倉が体験！

オールアバウトライフワークスで開催した体験会に参加しました。
2時間の体験会でしたが、その後用事があったので

 なんとか仕上げねば、と頑張り2時間で作り上げました。
集中して何かを作り上げるっていいですね。

その後家に帰り家族に見せたところ、娘が「やってみたい」と言ったので、
体験会会場で購入した「ゆび織りのマフラーキット」を作ってみようと思いま

す。
男性も巻ける配色ですので、ご家族用に購入してもいいですね。

住所 主宰者
問合せ先
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東京都足立区 大谷　美子 yoshifugu@hotmail.com 090-6040-6502 03-6755-0295

東京都町田市 本山優子（H*M*S BEE) 1dayshop@live.jp 080-3406-7800 042-703-9201

東京都調布市 榎本　ちかこ e-chipata@ck9.so-net.ne.jp 042-449-4117 042-449-4117

東京都品川区 平良　淑子 itohenclub@yahoo.co.jp 03-3784-7340 03-3784-7340

東京都品川区 箕輪　直子 a-week@minowanaoko.com 03-6417-0510 03-6417-0511

東京都文京区 山本　恵利子 myfavoritethings.2012.july@gmail.com 090-4836-1577 03-5814-6848

神奈川県横浜市瀬谷区 佐藤　和子 kapzuakol@yahoo.co.jp 045-489-3368 045-489-3368

神奈川県横浜市西区 神谷　悦子 e-kamiya525@ptys.itsudemo.net 090-9833-4025 045-442-0028

神奈川県鎌倉市 今田　尚美 n.i520@m.jcn.net.jp 0467-25-4855 0467-25-4855

神奈川県茅ケ崎市 柴田　秀子 hs.shibata@hotmail.co.jp 0467-54-4007 0467-54-4007

神奈川県秦野市 木曾　いづみ idumi@k.biglobe.ne.jp 090-4371-1290 0463-75-3807

神奈川県相模原市 夏目　早苗 yuta.hina0127sanae@docomo.ne.jp 090-2550-8189 042-752-1286

新潟県新潟市 西山　玉恵 a229201197@infoseek.jp 080-5176-3940

長野県松本市 赤羽　由佳 miss_matoricaria@hotmail.co.jp 080-3595-9743 0263-33-5380

長野県中野市 服部　春江 onesnow_dream398@ybb.ne.jp 090-2407-1892

岐阜県恵那市 足立　志織 handmade@at-happy.enat.jp 0573-28-2503 0573-28-2503

静岡県駿東郡清水町 長澤　和子 musukari1129@yahoo.co.jp 055-931-7790 055-931-7790

静岡県駿東郡長泉町 小野田　広美 hiromi.o@thn.ne.jp 055-952-0981 055-952-0981

静岡県沼津市 武藤　喜美子 kike4min2-kota6@thn.ne.jp 090-1759-5918 055-951-2927

静岡県焼津市 松永　昭子 white-milk@ca.thn.ne.jp 090-3159-1732 054-627-4244

静岡県静岡市 望月　郁美 korosuke0629@mail.goo.ne.jp 090-5604-4036 054-348-1388

静岡県袋井市 荒木　やす江 minamikouminnkann@yahoo.co.jp 090-1748-9286 0538-42-1627

静岡県浜松市 鈴木　節子 countrybasket@fine.tnc.ne.jp 053-437-6856 053-437-6856

愛知県蒲郡市 加藤　智子 katoto_mo@yahoo.co.jp 0533-69-5754 0533-69-5754

愛知県江南市 窪田　澄子 himeka5@ybb.ne.jp 0587-81-9107 0587-81-9107

愛知県春日井市 眞島　亜季 aki-c@muh.biglobe.ne.jp 0568-41-9265 0568-41-9265

愛知県日進市 出原　三千世 mitiyo.pop-wan@ezweb.ne.jp 090-3933-2232 052-808-1626

愛知県豊橋市 桧野　小百合 claycat@tees.jp 090-6077-3450 0532-45-6500

愛知県豊田市 原田　信江 0565-62-1771 0565-62-1771

愛知県豊田市 野田　宏美 0565-33-8883 0565-33-8883

愛知県名古屋市 原田　朋恵 totto@wj9.so-net.ne.jp 090-8157-1021 052-508-8830

愛知県名古屋市 栗木　久美子 this_is_the_black_color_song@yahoo.co.jp 052-503-8434 052-503-8434

三重県四日市市 岡田　広美 yagtzh41@na.commufa.jp 090-3425-1212 059-355-0788

京都府京都市 沖田　宏子 qqh42qv9k@road.ocn.ne.jp 075-631-2857 075-631-2857

大阪府大阪市西区 あとりえ　きさらぎ kisaragi82228@gmail.com 090-1584-6832

兵庫県宝塚市 中森　弘馨 foglio-0206@jttk.zaq.ne.jp 090-7497-1962 0797-84-9059

奈良県奈良市、大阪府 川原　真理子 madam.shuri@gmail.com 090-620-2168

奈良県北葛城郡王寺町 曽田　よう子 tezome-to-ito@hotmail.co.jp 090-1387-3160

島根県浜田市 東　政子 shkm05higa@kjf.biglobe.ne.jp 0855-28-7885 0855-28-7885

岡山県岡山市 越宗　玉恵 ksmntme@ybb.ne.jp 090-5698-6265 086-273-5999

山口県岩国市 池川　八江 bee-yae@hotmail.co.jp 090-4788-7201 089-964-2568

徳島県阿南市 北村　恭子 sazanka@nmt.ne.jp 090-2891-1229 0884-42-2874

徳島県名西郡石井町 阿部　美穂子 mihoko1024@hotmail.co.jp 088-674-1417 088-674-1417

徳島県鳴門市 舩井　由美子 drggn734@yahoo.co.jp 088-685-3297 088-685-3297

福岡県福岡市 石橋　佳子 i-elfin@jcom.home.ne.jp 090-8663-2565 092-629-3324
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福岡県福岡市 尾崎　和子 shirou.kazu@sat.bbiq.jp 090-5731-3976 092-551-2803

大分県臼杵市 村松　江里子 erkm@us.oct-net.jp 090-7380-6768




