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北海道 札幌藻岩 手編み 大浦講師 埼玉県 大宮西 パッチワークキルト 三澤講師 愛知県 豊橋南 ペーパークラフト 道家講師 鳥取県 日吉津 押し花 山本講師

北海道 札幌藻岩 パッチワーク 江島講師 埼玉県 大宮西 グラスアート 和泉講師 愛知県 豊橋南 つまみ細工 鳥居講師 鳥取県 日吉津 パッチワークキルト 岩田講師

北海道 札幌元町 籐小物 加藤講師 埼玉県 北戸田 手編み・ホームソーイング 鈴木講師 愛知県 豊橋南 レース 北野講師 鳥取県 日吉津 シルエットアート 西口講師

北海道 札幌元町 刺しゅう・レース 蒔田講師 埼玉県 北戸田 布小物 金田講師 愛知県 春日井 手編み 林講師 鳥取県 日吉津 手編み 明穂講師

北海道 札幌元町 手編み 小林講師 埼玉県 北戸田 パッチワークキルト 三枝講師 愛知県 春日井 レース編み（クロッシェ・タッチング） 坂本講師 鳥取県 日吉津 トールペイント 神谷講師

北海道 札幌元町 手織り 若狭谷講師 埼玉県 北戸田 パッチワークキルト 大友講師 愛知県 春日井 押し花 あだち講師 鳥取県 日吉津 レカンフラワー 日下講師

北海道 札幌苗穂 刺しゅう・レース 蒔田講師 埼玉県 与野 押し花・レカンフラワー 石井講師 愛知県 春日井 手づくりキャンドル・ペーパーでDECO いとう講師 島根県 松江 手編み 永江講師

北海道 旭川西 マニキュアフラワー・ビーズアクセサリー 上森講師 埼玉県 与野 グラスアート 伊藤講師 愛知県 春日井 ポーセラーツ 石原講師 島根県 松江 トールペイント 神谷講師

北海道 札幌発寒 押し花、アートプリント 安田講師 埼玉県 浦和美園 手編み・ホームソーイング 鈴木講師 岐阜県 岐阜 トールペイント・ファブリックデコレ 金森講師 広島県 広島府中 手編み・エクトリー 丸本講師

北海道 小樽 籐小物 加藤講師 埼玉県 北浦和 グラスアート・タイルクラフト・クレイクチュール 松尾講師 岐阜県 岐阜 ステンシル・クラフト 藤澤講師 広島県 広島府中 アトリエMのエレガントホビー 町野講師

北海道 江別 パッチワークキルト 熊谷講師 埼玉県 北浦和 オールアバウト講座 安田講師 岐阜県 大垣 押し花 高野講師 広島県 広島府中 ポーセラーツ・キャンドル 森講師

北海道 千歳 グラスアート・タイルクラフト・ヘリテージDECO 佐々木講師 埼玉県 新座 グラスアート・シルエットアート 伊藤講師 岐阜県 大垣 手編み 山田講師 広島県 広島府中 フレンチメゾンデコール 松本講師

北海道 札幌苗穂店 押し花・アートプリント 滝本講師 埼玉県 新座 ペイント＆コラージュ・モールアート他 末長講師 岐阜県 大垣 テディベア 藤澤講師 岡山県 岡山 かぎ針編み 高橋講師

北海道 苫小牧店 グラスアート 佐々木講師 埼玉県 大井 ポーセラーツ 岡本講師 三重県 尾平 押し花・レカンフラワー 武内講師 高知県 高知 手編み・ジュエリークロッシェ・リリアンジュエリー・ 坂本講師

北海道 釧路昭和店 フレンチデコ 立花講師 埼玉県 大井 押し花・グラスアート 小泉講師 三重県 日永 押し花・レカンフラワー 武内講師 愛媛県 新居浜 ポーセラーツ 中野講師

北海道 札幌藻岩店 押し花・アートプリント 滝本講師 埼玉県 大井 タイルクラフト 石澤講師 三重県 鈴鹿 押し花・レカンフラワー 伊東講師 愛媛県 新居浜 ビーズアートステッチ　　ジュエリークロッシェ他 吉田講師

宮城県 多賀城 グラスアート・カルトナージュ 森咲講師 埼玉県 大宮 グラスアート 和泉講師 三重県 鈴鹿 ポーセラーツ 大河内講師 福岡県 香椎浜 ～陶磁器上絵つけ＆布あそび～他 定村講師

宮城県 多賀城 パッチワークキルト 中島講師 埼玉県 大宮 刺しゅう 苣木講師 三重県 鈴鹿 ポーセラーツ 松下講師 福岡県 香椎浜 手編み 井浦講師

宮城県 多賀城 トールペイント 品川講師 埼玉県 川口前川 押し花 大島講師 三重県 鈴鹿 手編み 森講師 福岡県 福岡東 パッチワークキルト 大浦講師

宮城県 多賀城 シルエットアート・ポーセラーツ 松崎講師 埼玉県 川口前川 押し花 久保講師 静岡県 袋井 押し花 澤村講師 福岡県 福岡東 クレイクチュール・レジンアクセサリー 厚谷講師

宮城県 新気仙沼 パッチワーク 池原講師 埼玉県 川口前川 パッチワークキルト 秋山講師 静岡県 袋井 パッチワークキルト 安井講師 福岡県 福津 手編み 川本講師

宮城県 仙台中山 オールアバウト講座 高橋講師 埼玉県 越谷 テディベア作り おおたけ講師 静岡県 志都呂 ヘリテージDECO 鶴田講師 福岡県 福岡 ポーセラーツ 伊藤講師

宮城県 仙台中山 パッチワークキルト 中島講師 埼玉県 越谷 押し花 秋山講師 静岡県 浜松市野 手編み 澤木講師 福岡県 福岡 あみもの 中村講師

宮城県 仙台中山 キャンドル 長澤講師 埼玉県 せんげん台 カリグラフィー 手塚講師 静岡県 浜松市野 あみぐるみ・レース編み 矢野講師 福岡県 福岡 パッチワークキルト・ドール 吉村講師

宮城県 仙台中山 アートプリント 安達講師 埼玉県 せんげん台 編み物 稲山講師 静岡県 浜松市野 ポーセラーツ 大村講師 福岡県 筑紫野 手編み 佐藤講師

宮城県 古川 パッチワークキルト・刺しゅう 小野寺講師 群馬県 高崎 オールアバウト講座 伊藤講師 静岡県 富士宮 手編み 佐野講師 福岡県 筑紫野 刺しゅうクラフト・スモッキング刺しゅう 津留崎講師

宮城県 利府 パッチワークキルト 大澤講師 群馬県 高崎 ミシンキルト 穴原講師 静岡県 富士宮 30´sポップキルト（パッチワークキルト） 杉田講師 福岡県 筑紫野 ポーセラーツ 仁田講師

宮城県 利府 パッチワーク・簡単ソーイング 佐々木講師 群馬県 高崎 手編み 瀧澤講師 静岡県 富士宮 西洋風刺しゅう 野木講師 福岡県 戸畑 クレイクチュール 前田講師

宮城県 利府 ポーセラーツ・シルエットアート 松崎講師 栃木県 栃木 手編み 松澤講師 静岡県 富士宮 押し花・グラスアート 仁藤講師 福岡県 福岡伊都 コードでつくるバッグ＆アクセサリー 美浦講師

宮城県 利府 グラスアート・カルトナージュ 森咲講師 栃木県 小山 ハワイアンリボンレイ 中山講師 静岡県 浜松西 パッチワークキルト、キャンドルマイスター 渡辺講師 福岡県 福岡伊都 手編み 加藤講師

宮城県 利府 トールペイント 品川講師 栃木県 今市 押し花 土井講師 愛知県 大高 押し花 下郷講師 福岡県 小郡 刺しゅうクラフト・スモッキング刺しゅう 津留崎講師

宮城県 利府 かぎ針編み 五十嵐講師 栃木県 佐野新都市 アートプリント 深山講師 愛知県 大高 押し花・カリグラフィ・フレンチデコ 神野講師 福岡県 直方 クレイクチュール 前田講師

宮城県 利府 オールアバウト講座 高橋講師 栃木県 佐野新都市 パッチワークキルト 竹澤講師 愛知県 守山 押し花・レカンフラワー あだち講師 福岡県 直方 手編み 川本講師

宮城県 石巻 押し花 武川講師 神奈川県 相模原 パッチワークキルト 片野講師 愛知県 守山 パッチワークキルト 祖山講師 福岡県 若松 手編み 井町講師

宮城県 仙台幸町 レカンフラワー 奥田講師 神奈川県 秦野 カリグラフィー 前田講師 愛知県 南陽 布小物 粟国講師 福岡県 大野城 つやつやバンド 清原講師

宮城県 仙台幸町 アートプリント・クレイクチュール 田中講師 神奈川県 秦野 押し花 冨永講師 愛知県 南陽 押し花・グラスアート 川口講師 福岡県 福岡 つやつやバンド 清原講師

宮城県 富谷清水 押し花・レカンフラワー 田辺講師 千葉県 八千代緑が丘 かぎ針編み 須崎講師 愛知県 熱田 押し花・レカンフラワー あだち講師 福岡県 福岡 レジンその他クラフト 田中講師

宮城県 富谷清水 グラスアート 佐々木講師 千葉県 マリンピア ビーズアートステッチ　　ジュエリークロッシェ他 馬場講師 愛知県 名古屋みなと グラスアート 川口講師 福岡県 筑紫野 つやつやバンド 清原講師

宮城県 富谷清水 カリグラフィー・キャンドル 大谷講師 千葉県 マリンピア 手編み 安河内講師 愛知県 名古屋みなと 手編み 塩沢講師 福岡県 香椎浜店 押し花・レカンフラワー・グラスアート 岸川講師

宮城県 新名取 押し花 篠原講師 千葉県 ノア パッチワークキルト 杉山講師 滋賀県 長浜 ポーセラーツ、グラスアート 大橋講師 福岡県 香椎浜店 クレイクチュール 厚谷講師

宮城県 新名取 カルトナージュ 金野講師 千葉県 鎌ヶ谷 オールアバウト講座 清川講師 京都府 久御山 グラスアート・押し花 橋本講師 福岡県 香椎浜店 つやつやバンド 佐藤講師

宮城県 新名取 パッチワークキルトハンド・ミシン 石岡講師 千葉県 鎌ヶ谷 パッチワーク 佐藤講師 京都府 洛南 パッチワークキルト 伊藤講師 福岡県 大野城店 グラスアート 鳥飼講師

山形県 酒田南 手編み 佐藤講師 千葉県 幕張新都心 刺しゅう 中山講師 京都府 洛南 ポーセラーツ 森講師 福岡県 福岡東店 つやつやバンド 佐藤講師

福島県 郡山ﾌｪｽﾀ 手編み 渡邉講師 千葉県 幕張新都心 タイルクラフト・プラントアート 中島講師 兵庫県 加古川 かぎ針編み 大辻講師 福岡県 福岡店 グラスアート 鳥飼講師

福島県 郡山ﾌｪｽﾀ パッチワークキルト 村松講師 千葉県 稲毛 トールペイント・アートプリント 浜崎講師 兵庫県 明石 かぎ針編み 大辻講師 福岡県 小郡店 リボンワーク・ソープカービング 池田講師

福島県 郡山ﾌｪｽﾀ パッチワークキルト 全田講師 千葉県 稲毛 手編み 廣島講師 兵庫県 明石 オールアバウト講座 早瀬講師 佐賀県 唐津店 ヘリテージDECO・ポーセラーツ・トールペイント 楢崎講師

福島県 郡山ﾌｪｽﾀ ビーズ 加藤講師 千葉県 稲毛 手編み 田中講師 兵庫県 明石 レカンフラワー・グラスアート 小谷講師 長崎県 東長崎店 押し花・レカン 進藤講師

福島県 郡山ﾌｪｽﾀ フレンチデコ・ビーズ・レカンフラワー・プリザーブドフラワー・ネイチャープリント・草野講師 千葉県 稲毛 刺しゅう・イタリアンジュエリーブリランテ 中山講師 兵庫県 姫路大津 トールペイント 大形講師 佐賀県 唐津 押し花・グラスアート 大西講師

山形県 東根 和小物（刺し子） 加藤講師 千葉県 稲毛 タイルクラフト 小林講師 兵庫県 姫路大津 ポーセラーツ・押し花他 藤井講師 大分県 大分 木目込み 永田講師

福島県 白河西郷 ポーセラーツ 小室講師 東京都 武蔵村山 パッチワークキルト 藤講師 兵庫県 姫路大津 編み物 冨岡講師 大分県 大分 クラフトバンド 鮫島講師

山形県 山形南 和小物（刺し子） 加藤講師 東京都 ｻﾞ･ﾋﾞｯｸ昭島 パッチワークキルト 松岡講師 兵庫県 猪名川 白磁ペイント・トールペイント・ポーセラーツ 越間講師 大分県 大分 グラスアート/押し花他 足立講師

山形県 三川 手編み 佐藤講師 東京都 ｻﾞ･ﾋﾞｯｸ昭島 パッチワークキルト 中村講師 兵庫県 猪名川 グラスアート 野口講師 大分県 大分 ビーズアクセサリー 坪井講師

手づくりｒｏｏｍ　終了講座一覧

21年4月22日時点



山形県 天童 パッチワークキルト　ミシンキルト　和洋小物 畠山講師 東京都 ｻﾞ･ﾋﾞｯｸ昭島 手編み 山下講師 兵庫県 三田ＷＴ パッチワークキルト 上田講師 大分県 三光 ジュエリーバッグ 中村講師

秋田県 土崎港 刺繍・手織り 佐川講師 神奈川県 駒岡 手編み・ビーズクロッシェ 河合講師 兵庫県 垂水 布小物 久保講師 長崎県 大村 ポーセラーツ 松尾講師

秋田県 土崎港 手編み 中村講師 神奈川県 駒岡 刺しゅう 鈴木講師 兵庫県 伊丹昆陽 ポーセラーツ 木徳講師 宮崎県 宮崎 トールペイント 木原講師

秋田県 土崎港 レジン 菅原講師 神奈川県 駒岡 オールアバウト講座 吾妻講師 兵庫県 伊丹昆陽 手編み 神余講師 宮崎県 宮崎 編み物 溝口講師

秋田県 大曲 押し花 宮本講師 神奈川県 新百合丘 ホームソーイング 佐野講師 兵庫県 伊丹昆陽 パッチワークキルト 武田講師 宮崎県 都城 押し花・レカンフラワー 谷山講師

秋田県 大曲 グラスアート 澤村講師 神奈川県 新百合丘 ポーラセーツ、デコパージュ 門奈講師 兵庫県 伊丹昆陽 手編み 青木講師 宮崎県 都城 つやつやバンド 井ノ上講師

秋田県 大曲 パッチワークキルト 鈴木講師 千葉県 銚子 押し花・レカンフラワー 宮内講師 兵庫県 伊丹昆陽 パッチワーク 窪田講師 宮崎県 宮崎 パッチワークキルト 窪田講師

秋田県 御所野 手編み 中村講師 千葉県 銚子 かぎ針編み 夏海講師 兵庫県 伊丹昆陽 ポーセラーツ・リボン 鶴田講師 鹿児島県 鹿児島店 押し花・ハーバリウム 岩下講師

秋田県 御所野 トールペイント 大川講師 千葉県 鎌取 ポーセラーツ 山口講師 兵庫県 伊丹 ポーセラーツ 片木講師 鹿児島県 姶良店 パッチワークキルト 松元講師

青森県 七戸十和田駅前店 パッチワークキルト 中島講師 東京都 板橋 タティングレース 後藤講師 兵庫県 伊丹 デコパージュ 諫山講師 鹿児島県 鹿児島 押し花 上之園講師

青森県 下田 パッチワークキルト 戸田講師 東京都 板橋 オールアバウト講座 南井講師 兵庫県 伊丹 グラスアート 野口講師 鹿児島県 鹿児島 キャンドル、クレイクチュール 鮫島講師

岩手県 盛岡 ポーセラーツ 佐々木講師 東京都 板橋 メタルエンボッシングアート 中島講師 兵庫県 神戸北 パッチワークキルト 上田講師 鹿児島県 鹿児島 キャンドル、白磁ペイント・ポーセラーツ 里講師

岩手県 盛岡 手編み 内舘講師 東京都 品川SS 手編み 若江講師 兵庫県 神戸北 オールアバウト講座 廣瀬講師 鹿児島県 姶良 つやつやバンド 井ノ上講師

茨城県 守谷 手編み 鈴木講師 東京都 品川SS レース 北川講師 兵庫県 神戸北 ヘリテージデコ（NEOデコパージュ） 中川講師 鹿児島県 姶良 プリザーブドフラワー 古俵講師

茨城県 守谷 パッチワークキルト 丸山講師 新潟県 新発田 押し花 谷口講師 奈良県 桜井 手編み・パッチワークキルト 横井講師 鹿児島県 姶良 キャンドル 里講師

茨城県 守谷 ポーセラーツ 萩原講師 長野県 箕輪 パッチワークキルト 山崎講師 奈良県 桜井 押し花・レカンフラワー 古川講師 鹿児島県 姶良 キャンドル、クレイクチュール 鮫島講師

茨城県 つくば パッチワークキルト 大岩講師 長野県 南松本 手編み・ビーズワーク 城取講師 奈良県 大和郡山 ヘリテージデコ 森本講師 熊本県 熊本 手編み 松本講師

茨城県 つくば テディベア作り おおたけ講師 長野県 佐久平 手編み 清水講師 大阪府 布施駅前 パッチワークキルト 道明講師 熊本県 熊本 グラスアート 本田講師

茨城県 笠間 ソーイング さもと講師 長野県 豊科 トールペイント 小野寺講師 大阪府 布施駅前 ポーセラーツ 樋口講師 沖縄県 沖縄ライカム アートプリント 前原講師

茨城県 笠間 フレンチデコ 稲葉講師 富山県 高岡南 ポーセラーツ 飴井講師 大阪府 日根野 押し花・グラスアート 花田講師 沖縄県 沖縄ライカム パッチワークキルト 上原講師

石川県 かほく 手編み・パッチワークキルト 小西講師 大阪府 日根野 ポーセラーツ・白磁ペイント 田中講師 沖縄県 沖縄ライカム店 ビーズクラフト 喜友名講師

石川県 かほく 押し花 柴田講師 大阪府 堺北花田 パッチワークキルト、布小物（ソーイング）、刺しゅう 早崎講師 沖縄県 沖縄ライカム店 グラスアート・タイルクラフト・シルエットアート 髙江洲講師

石川県 杜の里 手編み 小西講師 大阪府 堺北花田 ヘリテージDECO 籔内講師 沖縄県 那覇 ポーセラーツ 前原講師

石川県 杜の里 ①押し花②ポーセラーツ 新保講師 大阪府 りんくう泉南 手描きと型染め 多田講師 沖縄県 那覇 パッチワークキルト 上原講師

石川県 杜の里 レカンフラワー 大島講師 大阪府 りんくう泉南 手編み･刺しゅう・パッチワークキルト 辻講師 沖縄県 北谷 押し花 豊里講師

石川県 御経塚 パッチワークキルト 若狭講師 大阪府 和泉府中 手編み 福田講師 沖縄県 北谷 レカンフラワー 嘉手川講師

石川県 御経塚 手編み・ソーイング 水口講師 大阪府 和泉府中 白磁ペイント 中井講師 沖縄県 北谷店 グラスアート・タイルクラフト 髙江洲講師

大阪府 和泉府中 手編み 井上講師 沖縄県 北谷店 ビーズクラフト 喜友名講師

大阪府 高槻 手編み 吉村講師 沖縄県 具志川店 グラスアート 髙江洲講師

大阪府 高槻 ポーセラーツ 高森講師 沖縄県 具志川 押し花 大城講師

大阪府 高槻 パッチワークキルト 松下講師 沖縄県 名護 押し花 岸本講師

大阪府 大日 パッチワークキルト 松下講師 沖縄県 南風原 ビーズアクセサリー 長嶺講師

大阪府 大阪ドームシティ トールペイント 杉本講師 沖縄県 南風原 ポーセラーツ 前原講師

大阪府 大阪ドームシティ イタリアンジュエリーブリランテ 西川講師 沖縄県 南風原 押し花 正岡講師

沖縄県 南風原店 ビーズ 喜友名講師


