
シルクスレッドアートお教室のご案内

（株）アンジュ        TEL:03-5337-5791 　FAX:03-5337-5792  　〒164-0003 東京都中野区東中野 5-17-28 深雪スタジオ 1F
（株）フジックス 　 TEL:075-463-8111　 FAX:075-463-8120  　〒603-8322 京都府京都市北区平野宮本町 5 番地 

中村弘子
シルクスレッドアート教室

ミント工房

アトリエ　智

スタジオ  ル・カイン

手づくりのほりかわ教室

サロン　小春日和

スタジオ  ル・カイン
（長崎クラス）

トライアム  サンカクヤ
姪浜店クラス

Ravi ツキイチセミナー

06-6704 -9690〒547-0035
大阪府大阪市平野区西脇 2-5-1-105

0743 -78 -4260〒630-0133
奈良県生駒市あすか野南 1-1-14
〒710-0826　
岡山県倉敷市老松町

090-7594-8927

082 -293 -7111

090-7594-8927

090-7594-8927

090-1333-3526

090-3379-1533

080-3872-2263

〒740-0063
山口県玖珂郡和木町

〒730-0852
広島市中区猫屋町 3-21
〒819-0005
福岡市西区内浜 1-15-43

〒854 -0061
長崎県諫早市宇都町 30-30

〒742-2100
山口県大島郡周防大島町

〒733-0033
広島市西区観音本町　

アトリエ  クリスタルターラ 080-3883-8313〒733-0815
広島県広島市西区己斐上

花あそび 090-3075-6185〒839-0862
福岡県久留米市野中町

お問合わせ先・講座主催

Ray FOLK ART STUDIO 〒437-0004
静岡県袋井市友永 0538 -48 -8402

宇詠多 ひかり
シルクスレッドアート教室

〒103-0027
東京都中央区日本橋堀留町 1- 6 -3 
パレドール日本橋 309

アトリエ　Akemi 〒167-0034
東京都杉並区桃井 1 丁目 10 -13 03 -3396 -7300

HAMURO
シルクスレッドアートクラス

〒157-0065
東京都世田谷区上祖師谷 5-21- 14 -113 080-4463-8825

アンジュ東中野本店
シルクスレッドアート教室

〒164-0003
東京都中野区東中野 5-17 - 28

03-5337-5791
[ 担当者：入月(イリヅキ) ]

いろいろ学べる夢工房
〒194-0013
東京都町田市原町田 5-3-19 サングレイス町田 101　
※横浜・綱島・港南台・藤沢・昭島・金町にも教室がございます。

042 -724 -1456

J's Spool 〒337-0003
埼玉県さいたま市見沼区深作 2-10 - 27 048 -685 -7006

よみうり文化センター川越 〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町 14 -12 第一住宅ビル 5F 049 -247 -5000

カルチャー教室   坂林 090-4322-4173
〒933-0017
富山県高岡市大野前田町 279 -5　
※高岡市中心に県内数カ所に教室がございます。

アトリエ　 Yuki 0770 -52 -7501〒917-0077
福井県小浜市駅前

スタジオホッグワイルド 〒464-0071
愛知県名古屋市千種区若水 2- 3 -13 
サンマンション千種公園 B- 4 01

052 -723 -1706

アトリエ avec  ( 名張教室 ) 080-5126-1159
〒518-0753
三重県名張市蔵持町里 2928 番地
名張市武道館いきいき
〒518-0753
三重県名張市蔵持町里 2928 番地
名張市武道館いきいき ( 第２日曜 )

アトリエ avec  ( 伊賀教室 ) 080-5126-1159〒518-0837
三重県伊賀市緑ヶ丘西町 2407-2

アンジュ　大阪店 (te l )  06-6649-5151
(fax)  06-6649-5152

(t e l )  090-3066-1634
(fax)  046-895-6034

〒545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-6-1キューズモールQ - 3 01 
ABC クラフト天王寺あべのキューズモール店

カルチャーハウス香里ヶ丘 〒573-0084
大阪府枚方市香里ヶ丘 4-8-8 072 -860 -1131

hana  みさい 〒658-0072
兵庫県神戸市東灘区岡本 2-14 - 6 078 -412 -8731

アルト 〒664-0022
兵庫県伊丹市中野東 1-159-1 090-1028-3975

アトリエ　ラベンダー 〒567-0048
大阪府茨木市北春日丘 1-6-38 072 -625 -2887

〃

〃

〃

〃

中村 弘子

青木 真理子

川島 智子

正木 友美

遠藤 治美

西崎 洋子

相良 章子

浦崎 玲子

宇詠多 ひかり

林 晶美

羽室 美佐

片山 智桂子

秋山 好恵

平沼 淳子

〃

坂林 恵美子

下仲 直美

名倉 千夏

〃

井上 香

〃

〃

〃

〃

東 初子

アトリエ　ピーチ 〒854-0081
長崎県諫早市栄田町 090-5488-1637古賀 百栄

糀谷 要美子 アトリエ　Pepe 0595 -65 -5708

電話番号教室名講師 所在地

シルクスレッドアート教室 〒441-0312
愛知県豊川市御津町西方中屋敷 125 080-4224-2845飛田 幸子

Atelier Happy Cafe 〒509-7122
岐阜県恵那市武並町竹折 480-1 090-8470-8711足立 志織


