☆グルージュエリー☆お教室一覧
都道府県

教室名

主宰者名

北海道

工房めがねゆきうさぎ

すみえ

茨城県

スターダスト☆mikasha

青木 美加

教室所在地

最寄駅

電話番号

電話番号

FAX番号

URL（HP/ブログ等）

Email

札幌市中央区

大通駅

090-6879-4236

茨城県土浦市、つくば市

土浦駅、つくば駅

090 -4846-9096

川越市、会津若松市

川越駅、会津若松駅

070-6942-8079

さいたま市大宮区下町、
東京都台東区

ＪＲ大宮駅、浅草橋駅

048-649-6899

JR津田沼駅、
京成大久保駅

090-2444-3811

千葉市緑区

おゆみ野駅

043-293-1853

090-4421-6145

千葉県富里市七栄、
千葉県印西市牧の原、
東京都台東区柳橋

成田駅、印西牧の原駅、
浅草橋駅

090-5772-9502

043-496-4126

台東区、墨田区

浅草橋駅、
押上(スカイツリー前)駅、
曳舟・東向島駅

090-8023-8613

http://s.ameblo.jp/sweet-bear-house

sweetbearhouse@gmail.com

林 暁子

東京都葛飾区

金町駅

090-2424-5202

https://ameblo.jp/midorisuki25

decomariage2017@gmail.com

土本達子

東京都大田区、北海道札幌市、
千葉県習志野市

池上駅、
札幌駅、
ＪＲ津田沼駅

090-3519-6500

東京都

米倉 麻代

東京都 中野区

鷺ノ宮駅

080-1069-8908

東京都

石部 千晶

東京都墨田区

錦糸町駅

090-5415-6815

松本久美子

川崎市中原区、川崎市高津区、
東京都立川市

武蔵小杉駅、高津駅、
立川駅

090-3308-6217

044-434-2432

044-434-2432 http//ameblo.jp/piccolo-0427/

piccolo_cedro_k@yahoo.co.jp

座間市入谷

座間駅、入谷駅

046-256-7856

090-9320-4146

046-256-7856

beadsgemwonderland@estate.ocn.ne.jp

川崎市川崎区

川崎駅

090-4603-6333

welina kumi@gmail.com

神奈川県横浜市青葉区

青葉台駅

045-963-5106

masa64_sachieeko@au.wakwak.com

氷見駅、越中中川駅、
金沢駅

090-3888-8197

0766-26-7000

076-296-1212 https://ameblo.jp/karichan888

samasamahimi@yahoo.co.jp

京福バス 丸岡城、
花堂駅、武蔵が辻駅

0776-67-6551

090-5173-6324

0776-67-6651 http://www.a-yuukari.jp

yuukari@aqua.ocn.ne.jp

美濃高田駅

090-7685-0600

http://ameblo.jp/salon-des-parfum/

atelier.parfum55@gmail.com

平針駅

090-4906-1939

https://ameblo.jp/pre-flower-ailedor/

pre.flower.ailedor@gmail.com

岡崎市小呂町字、岡崎市大平町字榎
田、
豊田市若林東町

岡崎駅、男川駅、若林駅

090-9898-4442

0564-24-2041 https://ameblo.jp/midaharuyuu

da-muru@i.softbank.jp

0564-22-2843 https://ameblo.jp/happy-nanamaro/

artclass_en_yoko@yahoo.co.jp

埼玉県、福島県

My Beads Salon(マイ ビーズ サロン）

埼玉県、東京都

ＢＥＡＤＳ ＲｏｏＭ Ａｎｇｅｌ Ｈｅａｒｔ

千葉県

スタジオ ボー・セジュール

千葉県

Beads jewelry offrir(オフリール)

千葉県、東京都

beads J&A

東京都

☆sweet bear house☆

東京都

デコマリアージュ(Deco Mariage)

東京都、北海道、
Art of Living
千葉県

神奈川県、東京都 Heart Ribbon

神奈川県

beadsgemwonderland

神奈川県

atelier welina

神奈川県

ブルーローズ T＆M

澤田 都貴重

澤口 恵利

ほそや 紀梓子 習志野市

小泉 純枝

小坂 あや子

田中 智子

増尾 香代子

Kumi

榊原 貴子

富山県、石川県

Chou Chou RIBBON、
富山新聞文化センター、
北國新聞文化センター

角谷 美帆

福井県、石川県

アトリエ遊花里

橋本 里美

kirakiramikasha@gmail.com

sakezo0323@yahoo.co.jp

048-649-6899 http://beads-angel-heart.jimdo.com/

eri.s-0926-angel.heart@jcom.zaq.ne.jp

muesli.sejours.117@gmail.com

ayuyu7203@ezweb.ne.jp

043-496-4126 http://www.beads-ja.jp/

kosaka@catv296.ne.jp

tatsuko@dream.com

03-3330-9335

Lemonlily113@i.softbank.jp

chimakimaki1005@gmail.com

parfum(パルファム)

愛知県

aile d'or ～エルドール

愛知県

水芭蕉

愛知県

ビーズアートクラスen

金井 洋子

岡崎市稲熊町字

東岡崎駅

090-3453-8350

Atelier SarahSaayo さらさあよ
手作りサロン いろあそび

船越 育代

草津市、京都市、大津市

草津駅、京都駅、
大津駅 膳所駅

080-6116-2016

滋賀県

おケーコ・バイキングTea-Factory

奥山 弓子

守山市

守山駅

090-4277-8304

077-583-9375 http://ameblo.jp/ameblo-s/

tea-factory@k.vodafone.ne.jp

大阪府

Largo Mode（ラルゴ モード）

木坂 牧子

大阪市都島区

都島駅、野江内代駅

090-9610-0343

06-6929-8338 https://ameblo.jp/hirokumakun0303/

tn9iz7@bma.biglobe.ne.jp

大阪府

pied = pied (ピエタピエ)

竹原 夕子

大阪市生野区

桃谷駅

090-3713-2918

06-6717-0888 Facebookのみ

takeharayuko88@gmail.com

大阪市阿倍野区、兵庫県神戸市、
奈良県奈良市

北畠駅、三宮駅、
近鉄奈良駅

080-5702-1698

http://www.manoclasse-emi.com

info＠manoclasse-emi.com

生駒市東生駒

東生駒駅

0743-73-1234

https://ameblo.jp/hanabuquet/

cpk3613@yahoo.co.jp

大阪府、兵庫県、
Mano Classe EMI マノクラッセエミ
奈良県
奈良県

生駒カルチャ－クラブ ビ－ズｄｅコレクション

岐阜県養老郡養老町

029-887-6842 http://ameblo.jp/stardustmikasha/

岐阜県

滋賀県、京都府

田中 香

富山県氷見市（Chou Chou RIBBON）、
高岡市広小路（富山新聞文化セン
ター）、
石川県金沢市（北國新聞文化センター）
福井県坂井市丸岡町石上、
福井県福井市花堂、
石川県金沢市武蔵町

https://www.facebook.com/meganeyukiusagi/ megane_yukiusagi@yahoo.co.jp

久保田 こずえ 愛知県名古屋市天白区

蕉子

つねおかえみ

宮田 睦子

atecafesara932@gmail.com

