
教材費２００円 OFF クーポンが使用出来る教室一覧 

開講日に随時体験します！ 

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 

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

アトリエ･えん心斎橋教室（ｶﾌｪ･ﾄﾞ ｸﾛﾜｯｻﾝ） 心斎橋 1･3 土 090-1580-8709 飛田 雅子 

ビーズモード・セラヴィ心斎橋教室 心斎橋 ２木 090-3978-5962 金井 美紀 

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

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 

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 2・4 金 090-1580-8709 飛田 雅子 

Atelier PetitVerre（プティヴェール） 船場ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内 1･3 土 090-3465-8380 山口 しのぶ 

Atelier PetitVerre（なにわ創生塾内） 上本町 2･4 火 090-3465-8380 山口 しのぶ 

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

HULL ハルオーガニックキッチン／八百屋 四天王寺夕陽丘 １･３金 090-2045-7306 萬本 好子 

Ａｎｄａｎｔｉｎｏ(長原会館) 平野区 １・３金 090-5668-8227 日高 真理子 

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 

Crystal Garden 住吉区 応相談 090-3652-7532 中野 知佳 

Jewel  tree 西淀川区 応相談 090-1892-7249 近藤 早紀 

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

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

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

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 2･4 木 090-5678-9264 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 

リビングカルチャー倶楽部 豊中校 阪急豊中 ４火 06-6857-1133 五反田 都美子 

ビーズ工房 Rest  豊中市春日町 １火・木 090-5678-9264 五反田 都美子 

ビーズ工房 Rest 野畑会館 豊中市春日町 ３火 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 

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 

手作り教室「ゆるり」 箕面市牧落 ３日 090-8216-8905 池田 美子 

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 応相談 090-6669-8027 山崎 美香 

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 

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

みんなのカルチャー教室阪急富田駅前校 阪急富田 １木 050-3735-5612 光安 昌子 

Casa La Luce（カーサ・ラ・ルーチェ） 枚方市 応相談 050-3735-5612 光安 昌子 

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 

ロイヤルコミュニケーション倶楽部 香里ケ丘 2･4 火 072-831-1337 多和 美智子 

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 

M’s collection 交野市 応相談 090-9702-9159 多和 美智子 

サウザン・クレイン 交野市 応相談 072-893-5731 池田 千鶴 

アトリエ Primrose 住道 月 090-7351-5919 宮本 佳代子 

Atelier PetitVerre（プティヴェール） 大東アクロス 不定期水 090-3465-8380 山口 しのぶ 

アトリエ Petit Bonheur（プチ・ボナール） 富田林市 応相談 090-5467-7957 宮 美香子 



アトリエ Jubilee 河内松原 1･3水2･4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 

彩(いろどり)工房、サロンド K 三国ヶ丘 2･4 水 090-5057-0817 中田 啓子 

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

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 

Atelier PetitVerre（プティヴェール） 百舌鳥 2･4 月木 090-3465-8380 山口 しのぶ 

七道カルチャー 南海七道 1 水午前 090-2193-2164 堀内 泰美 

ココ・ルルド 堺市 湊 2･4 木 080-6132-7005 かわせちえみ 

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 

JEUGIA ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ(ららぽーと和泉) 和泉中央 2 金 090-3978-5962 金井 美紀 

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 

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 

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 

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

Ladybird（画廊喫茶せいざん内） 阪神打出 応相談 090-7873-9422 河野 温美 

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

ロイヤルコミュニケーション倶楽部 夙川 ３火 0798-38-1991 宮本 佳代子 

ロイヤルコミュニケーション倶楽部 芦屋 ２木 079-34-6553 多和 美智子 

L＊eclat-レクラ- 武庫之荘 土日不定期 090-7495-9995 神本 マキ 

ビーズモード・セラヴィ（西宮教室） JR 甲子園口 ３木・３日 090-3978-5962 金井 美紀 

よみうり伊丹文化センター 阪急ＪＲ伊丹 1･3 金 072-775-3001 堀田 桂子 

ＪＥＣ日本研修センター伊丹 阪急ＪＲ伊丹 2・4 金 072-784-4848 正井 広子 

JEUGIA ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ伊丹昆陽 伊丹 ３火 090-3978-5962 金井 美紀 

conoiro ビーズ教室（川西市文化会館） 川西市 火・水 090-1130-1816 谷本 あゆみ 

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

conoiro ビーズアクセサリー（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 ビーズアクセサリー（ｃｏｔｏｒｉｅ） 阪急 山本 ３金 090-1130-1816 谷本 あゆみ 

Atelier Grace(アトリエ グレース) 三田市 木・金 090-2199-8169 安井 暢恵 

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 

Beads Friends（エルトピア中和労働会館） 大和高田 １・３月 090-3972-3397 三宅 裕子 

ジュージヤカルチャーセンター橿原アルル 奈良 橿原 ４火 0744-20-3025 金井 美紀 

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（京都プリンセス日航ホテル内） 四条烏丸 1･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 

アークオアシスデザインカルチャー（ｲｵﾝ京都駅前） JR 京都 ２・４月 080-6132-7005 かわせちえみ 



 

MAYPLANNING Studio625 京都駅前サロン JR 近鉄京都 ３木 090-6666-4423 ますおかむつこ 

実華 南区 応相談 090-7553-8650 堀川 実華 

ロイヤルコミュニケーション倶楽部 花住坂 1 木他 0774-64-6211 多和 美智子 

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 月 0774-73-3422 三宅 裕子 

京都けいはんなプラザ プチさろん教室 精華町光台 １，３金 090-3978-5962 金井 美紀 

アトリエ オリーブ 八幡市、松井山手 応相談 080-5309-7433 冨永 紫麻 

滋 賀 

会 場 名 場 所 開講日 連絡先 講師名 

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 

武佐コミュニティーセンター 近江八幡市 2･4 水 090-6554-1438 武 智子 

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 

 

  

 


