
アヴァンセデザイン研究会所属講師のﾋﾞｰｽﾞ教室一覧 
2022 年 2 月現在 

大 阪   

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

リビングカルチャー倶楽部「梅田教室」 梅田 1･3･5 月 
090-3927-7695 阪口 淳子 

080-5716-9153 中川 正恵 

芝田教室（大阪市北区） 梅田 1･3 月 080-5349-0982 堀田 桂子 

毎日文化センター 梅田 1･3 土 06-6346-8700 萬本 好子 

atelier attrait（ｱﾄﾘｴ ｱﾄﾚ）大阪市北区民センター 北区 木 090-4277-4153 小川 敦子 

アトリエ Teatime 難波教室 JR 難波 ４金 090-2197-1708 星 郁美 

アトリエ･えん なんば日本橋教室（ゆめｽﾀｼﾞｵ） 難波各線・日本橋 1･3 土 090-1580-8709 飛田 雅子 

アトリエ Teatime 心斎橋教室 心斎橋 水 090-2197-1708 星 郁美 

Beads bonita 南堀江 日(不定期) 090-2193-2164 堀内 泰美 

atelier“etouco-couture” 浪速区 応相談 090-4297-5844 沼本 真紀 

イオンカルチャークラブ イオン大阪ドームシティ店 ドーム 前千代崎  2・4 木 06-6584-2775 萬本 好子 

ﾋﾞｰｽﾞ教室 Pecho(港区近隣センター) 港区 火・水 090-3994-1572 西浦 真理 

クラフトギャラリー KAZU（日本紐釦貿易株式会社 10階） 堺筋本町 ３金 090-7351-5919 宮本 佳代子 

アトリエ･えん 堺筋本町教室（船場ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 4 号館） 堺筋本町 ４金 090-1580-8709 飛田 雅子 

アリスビーズ城北教室(高殿会館） 関目高殿 2･4 木 080-5716-4105 江川 亜矢子 

ジュエルボックス 城東区 2 土 090-8792-8444 大神 知永 

茶ろん ひまわり 城東区関目 月 090-3053-4504 松元 小百合 

茶ろん ひまわり 城東区関目 3 火 090-3053-4504 大神 知永 

アトリエ華 城東区 応相談 080-1404-7519 寺見 万理 

ビーズジュエリー工房 P 新森古市 １･３水 090-7117-5421 坂本 博子 

アトリエ Teatime 阿倍野教室 阿倍野 ３月 090-2197-1708 星 郁美 

阿倍野区民センター 阿倍野 １･３火 090-2045-7306 萬本 好子 

クラフトトーカイ近鉄上本町店 上本町 １･３水 06-6773-6181 五反田都美子 

みんなのカルチャー教室西田辺校 西田辺 ４土 090-5668-8227 日高 真理子 

みのりビーズ教室（ニットハウスピュア） 四天王寺夕陽丘 １･３火 090-8791-5204 徳野 みのり 

キャンパス桃が池 昭和町駅 ４月 080-1522-0716 和田 浩恵 

あかりやビーズ教室 寺田町 隔週水木 090-988-55724 向井 眞由美 

ﾋﾞｰｽﾞ教室 Pecho(コミュニティ平野) 出戸 火(月 2) 090-3994-1572 西浦 真理 

Ａｎｄａｎｔｉｎｏ(コミュニティープラザ平野) 出戸 １・３金 090-5668-8227 日高 真理子 

Ｊｅｗｅｌｒｙ Ｈｅａｒｔ（ジュエリーハート） 平野区 ３土 090-8652-2053 倉山 博美 

ＳＵＰＲＥＭＥ（シュプレーム） 住吉区 2･4 水 090-6056-5862 吉野 由美子 

スタジオメルローズ スタジオ パップ 住吉区 １･３金 06-7892-7714 尾崎 美千代 

Beads  costume  lab  （新大阪教室） 新大阪 1.3 土 2,4 日 090-6663-2264 清水 亜耶 

アトリエ harusora 吹田市古江台 金 06-6872-7228 浅野 美也子 

ビーズ教室ＪＵＪＵ ＪＲ千里丘 ２水・金 090-6900-1756 内海 敦子 

スマイルビーズ(吹田市千二公民館) 阪急千里山 応相談 090-5346-5609 簑原 美栄子 

イオンカルチャークラブ 北千里店 北千里 ２水 090-2112-4572 猪俣 富佐子 

あとりえ pine＊flower 千里中央 応相談 090-8579-0667 桑島 桂子 

あとりえ pine＊flower（OPH 新千里西町ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊｳｽ Hot） 千里中央 1 月２火 090-8579-0667 桑島 桂子 

アトリエ CoCCo～ビーズ＆ネイルズ～ 千里中央 １・３水 080-1403-2851 尾上 香織 



JEUGIA カルチャーセンター ｲｵﾝﾀｳﾝ豊中緑丘 豊中市緑丘 ４木 06-4865-3530 五反田 都美子 

あとりえＭａａ（まあ） 桃山台 水・金 06-6136-7492 清水 雅子 

Ｓｋｉｐ 阪急豊中 2･4 木、金 06-6845-5682 前田 弘子 

ル シェル ブルー 阪急曽根 応相談 090-7480-7709 秋葉 きみこ 

アトリエ端恋（浄久寺内） 岡町 １土 090-9252-3805 宗 民子 

アトリエ端恋（かみかわ珈琲焙煎所） 豊中市曽根東町 1 木 090-9252-3805 宗 民子 

アトリエ端恋（uma uma cafe ） 豊中市服部 応相談 090-9252-3805 宗 民子 

Rest-beads 豊中市春日町 2火水木3木土 090-5678-9264 五反田 都美子 

ビーズサロンゆう 豊中市 応相談 090-2112-4572 猪俣 富佐子 

tea-alice(ティアリス) 豊中市 緑丘 水・土 090-9046-9493 大寺 真由美 

アトリエすずらん 箕面市 応相談 072-726-0556 前田 千秋 

アクセサリー教室 Shanti(シャンティ) 箕面市 応相談 080-1608-6314 足立 あす香 

ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ教室 aiiro(ｱｲｲﾛ)（箕面文化・交流センター） 箕面市 火・水 090-6669-8027 山崎 美香 

手作り教室 ceerful（ﾁｱﾌﾙ）（箕面文化交流センター） 箕面市 3 木 090-8537-5018 頭師 貴子 

ビーズ工房 月うさぎ 箕面市粟生新家 ４土 090-5466-6990 道上 恵子 

イオンカルチャークラブ池田駅前店 阪急池田 1･3 金 072-752-2033 萬本 好子 

イオンカルチャークラブ池田駅前店 阪急池田 ４土 080-1608-6314 足立 あす香 

茨木市立穂積コミュニティセンター 茨木市 ３月・３水 080-4027-5653 手嶋 咲良 

茨木市立中条公民館 茨木市 ４金 080-4027-5653 手嶋 咲良 

あとりえ和（茨木市クリエイトセンター） 茨木市 2･4 月 090-8125-5246 清水 和枝 

アトリエ麗（レイ） 茨木市 2･4 月 080-3784-0119 前田 恭子 

ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞｽﾀｼﾞｵ ﾃｨｱﾚ（ECC ｼﾞｭﾆｱ中穂積一丁目教室内） 茨木市 2金 072-601-0544 松本 京子 

工房 YURI ビーズ教室 茨木市 2･4木 072-621-8841 上田 由里子 

みんなのカルチャー教室阪急富田駅前校 阪急富田 １木 090-7877-1569 光安 昌子 

よみうり松阪屋高槻文化センター 高槻市 ３金 080-1608-6314 足立 あす香 

手作り教室 ceerful（ﾁｱﾌﾙ） 高槻市 応相談 090-8537-5018 頭師 貴子 

クラフトパーク高槻阪急店 高槻市 １金・２月 090-8537-5018 頭師 貴子 

モナトリエ ジョワイユ 高槻市 応相談 090-3869-8222 喜多 裕子 

Marygold JR 島本駅 木 090-9116-4896 古澤 知加子 

ビーズ工房 エレナ 枚方市 応相談 090-7877-1569 光安 昌子 

aina calm 枚方市 応相談 072-865-4922 山上 愛 

Atelier Delphius(アトリエ デルフィナス) 枚方市 １・３火 090-9040-9338 小郷 裕美 

アトリエまどか（エクセレントホール） 枚方公園駅 月・水 080-5716-9153 中川 正恵 

Ririko（あとりえ Ririko） 牧野駅 応相談 070-4456-8968 坂井佐代子 

Ririko（あとりえ Ririko） 長尾駅 応相談 070-4456-8968 坂井佐代子 

寝屋川ｼﾀﾞｯｸｽ･ｶﾙﾁｬｰｸﾗﾌﾞ 寝屋川市 1･3 土 072-811-0808 堀田 桂子 

NHK 文化センター守口教室（京阪百貨店内） 守口市 １日 090-1580-8709 飛田 雅子 

サウザン・クレイン 交野市 応相談 072-893-5731 池田 千鶴 

アリスビーズ布施教室 布施 1･3 木 080-5716-4105 江川 亜矢子 

ビーズ教室 BlueBebe 志紀または八尾南 応相談 090-3994-1572 西浦 真理 

アトリエ Teatime（スペースアップ八尾） 近鉄八尾 2･4 月１金 090-2197-1708 星 郁美 

ヨークカルチャー(アリオ八尾内) 近鉄八尾 1･3 火 090-2197-1708 星 郁美 

アトリエ Teatime（八尾市水越） 近鉄河内山本 月１土 090-2197-1708 星 郁美 

アトリエ Teatime（柏原教室） JR 柏原 2･4 月 090-2197-1708 星 郁美 

アトリエ Jubilee 河内松原 1･4 水、2 金 080-1434-7232 松尾 えり 



JEUGIA ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ(ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田) 北花田 1･3 月 072-246-6677 飛田 雅子 

セブンカルチャークラブ鳳 鳳 2･4 水 090-7351-5919 宮本 佳代子 

cherry blossom 初芝 応相談 080-9758-0524 中嶋 薫 

ビーズビジューＫＡＯＲＵ 北野田 2･4 金 080-9758-0524 中嶋 薫 

みんなのカルチャー教室北野田校 北野田 １・３金 090-6056-5862 吉野 由美子 

みんなのカルチャー教室なかもず校 中百舌鳥 １土 090-1580-8709 飛田 雅子 

ビーズジュエリーサロン pieris.non 初芝 1･3 水木 090-3193-5248 北田 望 

ビーズ教室 キャドペルル 向陵東町自治会館 百舌鳥八幡 ４月 070-1361-4365 平田 陽子 

Atelier Hana+Hana（よろずカフェおるおる） 白鷺・初芝 応相談 090-3618-5073 松井 和美 

七道カルチャー 南海七道 ３土 090-2193-2164 堀内 泰美 

みんなのカルチャー教室堺市駅前教室 堺市 １水 090-7351-5919 宮本佳代子 

BOND・STREET（SENRITO よみうり 2 階） 千里中央 2･4 土 090-2193-2164 堀内 泰美 

ベルマージュ 3 階 Be room JR 堺市駅 1 水午後 090-2193-2164 堀内 泰美 

アトリエ Zephyr（ゼファー） 泉北泉ケ丘 応相談 080-1522-0716 和田 浩恵 

クラフトハート トーカイ（ダイエー光明池店） 泉北光明池 2･4 木 080-1522-0716 和田 浩恵 

みんなのカルチャー教室和泉中央校 和泉中央 ４月 090-6056-5862 吉野 由美子 

アプラ高石 4 階会議室 南海本線高石駅前 不定期土日 090-4279-8238 吉田 惠美 

アトリエ NOMA  河内長野 応相談 080-1402-2354 きたのま昌子 

Beads relation（ビーズ リレーション） 羽曳野市 応相談 090-8538-3546 正木ゆかり 

兵 庫 

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

Salon de Azur(神戸北野ホテル内) 三宮北野 ４金 080-7041-8661 松本 友香 

Place kobe カルチャー 三宮 ２金 080-7041-8661 松本 友香 

Atelir Emoliant 神戸市北区 応相談 090-8236-3279 河本 和美 

カインズひよどり台カルチャー教室 神戸市北区 2･4 木 090-1583-4446 松井 亜紀子 

あとりえ  Aqua-Chanter〔アクアシャンテ〕 神戸市北区 応相談 080-4824-6678 
髙 木 奈 生 子

（尚子） 

学園都市カルチャーセンター 学園都市 1･3 金 090-1583-4446 松井 亜紀子 

Re カルチャーサロン JR 鷹取駅 1･3 水 090-1583-4446 松井 亜紀子 

fleur.fleur.kobe 六甲 応相談 080-7041-8661 松本 友香 

マリアンジュ倶楽部（マリアンジュ芦屋内） 阪神打出 ３木 090-7873-9422 河野 温美 

ビーズ工房 レヴィラド 阪神芦屋 2 水他 090-6066-7448 高松 花 

アトリエ Simul 武庫之荘 応相談 090-5252-9379 森本 敦美 

西宮市民会館 西宮市役所隣 木・金 090-4569-1769 北 弓女 

アトリエ Kirara 尼崎 応相談 090-7765-1180 丸山 美奈子 

ときわ会館 塚口 ３月 090-3536-9788 有野 世都子 

つかしんカルチャーセンター 猪名寺 1 水、 090-5252-9379 森本 敦美 

クリスタルドロップ 阪急伊丹教室 伊丹 月水木日 090-2707-3975 宮本 紘海 

Ensoleile～アンソレイユ～ 伊丹（昆陽池公園付近） 応相談 090-9997-0175 新居 律子 

あとりえ るり庵 伊丹市安堂寺町 応相談 090-5128-5566 正井 広子 

阪急稲野教室 伊丹市若菱町 応相談 090-5128-5566 正井 広子 

Conoiro アクセサリー教室 川西市 水・木 090-1130-1816 谷本 あゆみ 

Conoiro ｱｸｾｻﾘｰ教室（川西市文化会館） 川西市 火 090-1130-1816 谷本 あゆみ 

アトリエ comiu 川西市 1 火・日 090-6555-3980 今西 由美子 



atelier Caon 川西市 1･3 火木 090-8148-8077 今井 香織 

Conoiro ｱｸｾｻﾘｰ教室（ｃａｆｅ’ｎ．ａ ．ｔ） 川西能勢口 ４金 090-1130-1816 谷本 あゆみ 

L' atelier  JOLIE 能勢電車 鼔滝 ４木 090-5895-5318 渡部 陽子 

Conoiro アクセサリー教室（イナホール） 猪名川町 月１回 090-1130-1816 谷本 あゆみ 

La eclat 宝塚 中山 応相談 090-8116-8420 小坂井 陽子 

ビーズ工房ゆり 阪急 中山観音 応相談 090-8232-1652 古谷 順子 

ビーズ工房ゆり（宝塚東公民館） 阪急 山本 2・4 木 090-8232-1652 古谷 順子 

Conoiro ｱｸｾｻﾘｰ教室（ｃｏｔｏｒｉｅ） 阪急 山本 ３金 090-1130-1816 谷本 あゆみ 

あいあいパークカルチャー教室 宝塚市山本東 3 月 0797-89-5933 正井 広子 

atelier attrait（ｱﾄﾘｴ ｱﾄﾚ）ルリエ宝塚 宝塚市 木・応相談 090-4277-4153 小川 敦子 

Atelier Grace(アトリエ グレース) 三田市 月火木金 090-2199-8169 安井 暢恵 

あとりえ AQUA JR 篠山口 1･3 水 090-3351-6127 北野 ちえみ 

あとりえ COSMOS 丹波市 応相談 090-8121-4089 勝木 美智子 

アトリエ イリス  大久保 不定期土 090-1077-0938 石井 律子 

アトリエ opaque（オペーク） 姫路 応相談 090-1955-5224 東 玉紀 

奈 良 

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

アトリエ･えん 学園前 駅前教室(アートサロン空) 学園前 ４木 090-1580-8709 飛田 雅子 

アトリエ･えん 近鉄 LaaS サロン学園前教室 学園前 １金 090-1580-8709 飛田 雅子 

アトリエ･えん 学園前 登美ケ丘教室(カフェ梨風庵) 学園前・奈良登美ケ丘 ３金 090-1580-8709 飛田 雅子 

Atelier petit cadeau  奈良市 応相談 090-8384-1044 浅野 豊子 

Beads Friends（奈良県産業会館） JR 高田 １・３月 090-3972-3397 三宅 裕子 

クラフト研究会 HONONON 広陵町 3 日 090-5093-5866 加瀬 美紀 

アトリエ Teatime 五位堂教室 近鉄五位堂 2・４火 090-2197-1708 星 郁美 

アトリエ Teatime 王寺教室（スペースアップ王子） JR・近鉄王寺 ３金 090-2197-1708 星 郁美 

アトリエ noma 王寺町 応相談 080-1402-2354 きたのま昌子 

FLEUR DES NEIGES（ﾌﾙｰﾙ ﾄﾞｩ ﾈｲｼﾞｭ） 田原本町 応相談 090-3281-0487 加藤 恵子 

クラフトハートトーカイ田原本店 田原本町 １・３月 090-3281-0487 加藤 恵子 

和歌山 

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

ムーチャルカ 和歌山市 応相談 090-7342-4791 村田 明子 

ＡＭＩＣＡ（アミーカ） 和歌山市 応相談 090-1961-1431 引網 一恵 
 

 

京 都 

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ・京都 河原町 3 火 075-231-9693 梅沢 知代 

メルパルク京都ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ JR 京都 1･3 水 075-353-7070 堀田 桂子 

MAYPLANNING Studio625 京都駅前サロン JR 近鉄京都 応相談 090-6666-4423 ますおかむつこ 

工房 mono 四条烏丸 応相談 090-9213-1458 花江 禮 

クラフトカフェ「わくみ」 南区 月・木 090-4303-6265 寺田 久美 

実華 桂・JR 桂川 水・土 090-7553-8650 堀川 実華 



 

JEUGIA ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ アル・プラザ城陽 城陽市･JR 長池 1 水 0774-54-7230 三宅 裕子 

JEUGIA ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ イオンモール高の原 高の原 2･4 木 0774-71-9287 三宅 裕子 

Beads Friends 木津川市兜台 2･4 金 0774-73-3422 三宅 裕子 

Atelier Delphius (けいはんなプラザ) 新祝園駅 1･3 金 090-9040-9338 小郷 裕美 

あとりえ tamomo 京田辺 1･3 水 090-3922-0840 森脇 史絵 

アトリエ オリーブ（八幡市生涯学習センター） 八幡市、松井山手 火 080-5309-7433 冨永 紫麻 

atelier olive(アトリエ オリーブ)） 松井山手 3 水 080-5309-7433 冨永 紫麻 

ビーズジュエリー教室フルリール 亀岡市 ４火 090-4303-6265 齋藤 久美 

滋 賀 

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

ビーズの会 la-la-la 草津駅 3 水他相談 090-3619-9028 倉部 永真 

やさしいアクセサリー教室「ＴＳＵＫＵＲＯＵ」 湖南市 応相談 0748-64-0252 松尾 佳代子 

Atelier Lilies(アトリエ リリーズ) 近江八幡市 月・水 090-6554-1438 武 智子 

米原文化産業会館 米原市 １火 090-5064-0041 三分一 良江 

ハンドメイド教室 TO SMILE 彦根市 2･4 水 090-5064-0041 三分一 良江 

アトリエ麗（カフェテオリア内） 長浜市 ２木 080-3784-0119 前田 恭子 

岐 阜 

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

クラフトハート Tokai マーサ 21 店 岐阜市 火 058-297-6020 渡邉 真由美 

手づくり教室アントレ 岐阜市 応相談 090-7688-3415 渡邉 真由美 

福 岡 

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

アトリエ アンディ 市営地下鉄 西新 平日午前 090-2502-8047 岡村 博美 

二日市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ「手編みとビーズの会」 二日市 1･3 火 090-2502-8047 岡村 博美 
 


