☆トラッドビーズステッチ☆お教室一覧
都道府県

埼玉県

教室名

び～ず☆TAMA

埼玉県、東 BEADS ROOM
京都
Angel Heart

主宰者名

教室所在地

最寄駅

東武東上線若葉駅

澤口 恵利

埼玉県さいたま市大宮区、春日
JR大宮駅、浅草橋駅、
部市、
春日部駅
東京都台東区

048-649-6899

090-8037-9400

048-649-6499

千葉市中央区、千葉市美浜
区、
習志野市

043-277-9570

070-5076-8405

043-277-9570

市川市（市川公民館）、
市川駅、京成八幡駅、鎌ヶ
市川市本八幡（市進セカンドス
谷大仏駅、
テージ）、鎌ケ谷大仏、新八幡、
新八柱駅、高根公団駅
高根台（株式会社カルチャー）

047-371-8686

03-3818-8688

047-371-8686

043-277-9570

070-5076-8405

043-277-9570

蘇我駅、稲毛海岸駅、
津田沼駅

鈴木 恵子

千葉県

マニュー工房

植木理志

千葉県

Beads.Lily☆K

鈴木 恵子

千葉市中央区、千葉市美浜
区、
習志野市

千葉県

beads craft
～ivy～

中西 真美

茂原市、大網白里市、いすみ市 茂原駅、大網駅、大原駅

Labores Estudio

東京都

Jobnoel
ジョブノエル

東京都

Beadz Snow.M

高田馬場駅、西早稲田駅

090-2321-0308

03-3988-5607

http://www.laboresestudio.com

h_labores_mikiko@hotmail.co
m

池袋駅

090-8514-9871

03-5951-3045

http://ameblo.jp/hinahina-y jobnoel@a.toshima.ne.jp

江東区、墨田区、台東区

亀戸駅、錦糸町駅、
浅草橋駅

090-6923-2245

03-3685-4477

045-391-2808

新宿区

東戸塚駅、浅草橋駅

090-9985-1243

島田正恵

神奈川県横浜市港南区

上大岡駅、洋光台駅

080-5506-8498

神奈川県川崎市中原区、川崎
武蔵小杉駅、高津駅、
市高津区、
立川駅、浅草橋駅
東京都立川市、台東区

090-3308-6217

神奈川県平塚市、千葉県木更
平塚駅、木更津駅
津市

090-7217-5107

080-5176-3940

新潟県

ビーズ教室☆
Beadsbee☆

西山 玉恵

新潟市中央区

新潟駅

石川県

Muzeo ムゼオ

南出 佳奈

加賀市動橋町

加賀温泉駅、金沢駅、松任
090-1631-８３24
駅

福井県、石
アトリエ遊花里
川県

橋本 里美

坂井市丸岡町、福井市花堂、
金沢市武蔵町

京福バス丸岡城、花堂、武
蔵が辻

0776-67-6551

竹村 高子

長野市

長野駅、北長野駅

090-5535-3667

長野県松本市、塩尻市、
岐阜県大垣市

松本駅、塩尻駅、大垣駅

090-3388-8292

長野県、岐
アトリエ華音
阜県

上田恭子

keikoyuri@mx36.tiki.ne.jp

kosaka@catv296.ne.jp

神奈川県横浜市戸塚区、
東京都台東区

メイのﾋﾞｰｽﾞ教室

tomy-u@nifty.com

http://www.beads-ja.jp/

高木洋恵

長野県

http://gallery.ilncnavi.com/wp-login.php

043-496-4126

神奈川県、
beads-fan
東京都

中里時子

keikoyuri@mx36.tiki.ne.jp

090-5772-9502

090-2220-8842

神奈川県、
T&N
千葉県

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

成田駅、印西牧の原駅、
浅草橋駅

横浜駅、二俣川駅、
銀座駅、浅草橋駅、
JR吹田駅

松本久美子

http://beads-angelheart.jimdo.com/

n5mmk@yahoo.co.jp

神奈川県横浜市西区、旭区、
東京都中央区、台東区、
大阪府吹田市

神奈川県、
Heart Ribbon
東京都

http://ameblo.jp/yun27843/ yun27843@gmail.com

https://ameblo.jp/beadscraft-ivy

多田晴美

あとりえ el manoj
（エル マーノイ）

Email

0475-23-9376

ひなご やえこ 豊島区
常田 美雪

URL（HP/ブログ等）

090-8818-4539

千葉県富里市、千葉県印西
小坂 あや子 市、
東京都台東区
菱川仁紀子

蘇我駅、稲毛海岸駅、
津田沼駅

080-3596-8474

神奈川県、
infini(アンフィニ）
東京都
ビーズ教室
大阪府

神奈川県

FAX番号

鶴ヶ島市

Beads.Lily☆K

東京都

電話番号

髙取 玉江

千葉県

千葉県、東
beads J&A
京都

電話番号

03-3200-8929

m753tokiyan@mx8.ttcn.ne.jp
https://infinibeads.amebaow
h-tada@ga3.so-net.ne.jp
nd.com/

http://www.beads-fan.jp

045-844-5384

045-844-5384

044-434-2432

090-7217-5107

hiroe-takagi@beads-fan.jp

10ok－a10xxxif@ezweb.ne.jp
http://ameblo.jp/piccolo0427/

0463-25-5887

piccolo_cedro_k@yahoo.co.jp

tandn@xevi.jp

http://ameblo.jp/beadsbee/ a229201197@infoseek.jp

0761-74-8880

090-5173-6324

0776-67-6651

muzeo@biscuit.ocn.ne.jp

http://www.a-yuukari.jp

yuukari@aqua.ocn.ne.jp
me-meko2450@ric.hiho.ne.jp

026-295-5868

akanon8787@yahoo.co.jp

愛知県

Studio Le・Reve
（スタジオ ル・レー 大久保 由紀子 名古屋市名東区
ヴ）

一社駅

090-9233-2028

愛知県

明夢創工房
～あむそうこうぼう
～

一宮市新生、稲沢市天池、名
古屋市栄

一宮駅、栄駅

090-8459-2950

http://ameblo.jp/pepekoubou/

beads@pope.hm

http://www.bpafe.com/

keiko@bpafe.com

今井田 志保

愛知県、大
阪府
ビーズパフェ
東京都

岡本 恵子

名古屋圏名古屋市東区、
大阪府大阪市北区、
東京都台東区

砂田橋駅、梅田駅、
浅草橋駅

090-5030-5362

滋賀県、京 Atelier
都府
SarahSaayo

船越育代

滋賀県草津市、大津市、
京都府京都市

草津駅、膳所駅、
京都駅

080-6116-2016

武田直子

京都市北区

京都市バス 46番 大宮大門
090-7755-3481
町

石飛祐子

東急ハンズ江坂店、東急ハン
ズ心斎橋店、東急ハンズ名古
屋店

京都府

ビーズ教室ラクサ
ナ

大阪府、愛
アルビレオ
知県

052-701-8638

yukiko-o@wa2.so-net.ne.jp

atecafesara932@gmail.com

075-491-3077

075-491-3077

http://www.fuurokitayama.com/beads.html

lwaxana.ds9@gmail.com

https://ameblo.jp/albireoyu/

albireo-yu@leto.eonet.ne.jp

大阪府

Atelier virgo

和田 圭子

大阪市淀川区

神崎川駅

090-2357-1178

06-6397-5845

広島県

アトリエChocoo

山田恵美

広島市西区、中区袋町

横川駅、西広島駅(送迎あ
り)、本通り

090-3632-0481

082-231-1453

山口県

アトリエ Fleur

松村 美代子

岩国市由宇町、大竹市

由宇駅、大竹駅

090-5371-5753

0827-63-6565

miyo-fleurbeads@docomo.ne.jp

池川

山口県岩国市、愛媛県東温市 和木駅、見奈良駅

090-4788-7201

089-964-2568

yae.i-8888@docomo.ne.jp

福岡市博多区、福岡市西区、
福岡市糟屋郡

博多駅、豊浜団地（バス
停）、長者原駅

090-7395-4417

鹿児島市山田町

谷山駅、慈眼寺駅、
山田下バス停

099-265-2231

山口県、広
島県、愛媛 アトリエ bee
県
福岡県

鹿児島県

nana-beads
ビーズ＆クラフト工
房 ナティーオ

八江

松崎 円

追立 美幸

089-964-2568

099-264-8943

plicolos@yahoo.co.jp
http://achocoo.la.coocan.jp/

pipi-07@nifty.ne.jp

http://ameblo.jp/nanabeads77/

nana77beads@icloud.com

Http://www.natio.jp

infonatio@san.bbiq.jp

