教室名・指導者

住所・最寄駅

連絡先（※はFax兼用）

横浜市神奈川区松ヶ丘
東横線反町駅5分
横浜市営地下鉄三ツ沢下町駅 5分
横須賀市久里浜
京急久里浜駅5分

045-320-0587
070-6672-0865（携帯）

横浜市港南区
京急／横浜市営地下鉄上大岡駅 2分
相模原市緑区相原
横浜線相原駅 13分
茅ヶ崎市室田
JR茅ヶ崎駅バス10分

045-342-5122

神奈川
NAOKOアメリカンフラワー
星野 直子
マホロバカルチャー倶楽部
NAOKOアメリカンフラワー
星野 直子
ユリシス アメリカンフラワー教室
高原 あおい
ナオミアメリカンフラワー教室
清水 直美
まどかフラワー湘南
長田 滋子
茅ヶ崎駅ビル ラスカA.F文化教室
長田 滋子
ユニディ湘南 平塚店 ユニアート教室
長田 滋子
花織工房 Flower K
田辺 桂子
Narumiアメリカンフラワー
丸田 なるみ
Narumiアメリカンフラワー
マホロバカルチャー倶楽部
丸田 なるみ
Atelier N
高野奈々枝

茅ヶ崎市元町
JR茅ヶ崎駅0分
平塚市久領堤
JR東海道線 平塚駅12分
足柄上郡開成町延沢 773 開成町民センター
小田急線新松田駅バス 5分
横須賀市長沢 1-14
京急長沢駅徒歩 8分
三浦市南下浦町上宮田3231
三浦海岸駅徒歩 8分

045-320-0587
070-6672-0865（携帯）

042-771-9088※
0467-52-3822※
090-6547-9367
ostakeo19@jcom.zaq.ne.jp
0467-88-5161
090-6547-9367
0463-25-0784
090-6547-9367
ー
046-849-7265
046-849-7265

横浜市神奈川区西寺尾
生麦・大口・新子安駅 徒歩17分

045-433-3602

03-3885-4998※

kaleialoha
鈴木 公子
ひとみフラワー
森 眸美
根本アメリカンフラワー教室
根本 とし
アメリカンフラワー教室 五本木
脇山 晴枝
エミフラワー工房
大川 恵三子

足立区保木間
東武伊勢崎線竹ノ塚駅バス7分
つくばエキスプレス六町駅バス7分
足立区青井
つくばエクスプレス 青井駅5分
江戸川区篠崎町
都営新宿線篠崎駅 10分
江東区大島
都営新宿線大島駅 1分
目黒区五本木
祐天寺駅7分
世田谷区玉川
二子玉川駅 6分

ヒロフラワーデザイン新宿教室
中鉢 博子

新宿区大久保
副都心線西早稲田駅2分

Rose's花の塾
道後ローズ
GREEN VEIL アメリカンフラワー教室
倉持直美

杉並区天沼
荻窪駅徒歩8分
足立区神明南
北綾瀬駅 徒歩20分

03-6205-5494
03-6205-5499（Fax）
090-3548-1754（携帯）
03-3393-3239

東京都23区
アトリエ ジセルダン
水野 靜子

03-3880-6506※
03-3679-0648※
03-3685-2049※
090-1267-8546（携帯）
03-3792-0354※
03-3700-0226※

090-3516-2509

東京
ジュディーフラワーデザイン
小澤 清美
グレースアメリカンフラワー教室
竹末 宏子
アメリカンフラワー昭島教室
藤原 かつ代
アメリカンフラワー教室 蜜
小川 光子
アメリカンフラワー秋川教室
小澤 清美
花工房フィレール
本間 知津子

日野市豊田
豊田駅 6分
昭島市美堀町
JR拝島駅 5分
昭島市中神町
青梅線 中神駅 15分
昭島市玉川町
青梅線 東中神駅 8分
あきる野市二宮 683 中央公民館
東秋留駅 10分
多摩市永山
永山駅 5分

090-2158-8659
042-541-2650※
042-545-0993※
042-541-5493※
090-2158-8659
090-6106-8176
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Flower Mate 稲城教室
橋本 禮子
JEUGIAカルチャーセンター
イオンモールむさし村山
中鉢 博子
ディップアート・まき
福本まき
アメリカンフラワー 瑞穂教室

稲城市東長沼 地域振興プラザ内
稲城駅 5分
武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールむさし村山3F
JR立川駅 村山医療センター入口バス停 徒歩10分
西部拝島線／多摩都市モノレール 玉川上水駅 武蔵
村山病院バス停 すぐ
日野市南平
南平駅徒歩5分

042-378-7075

住所・最寄駅
市川市南行徳1－21－1 市川市南行徳市民センター
内
東西線 南行徳駅1分
浦安市明海4－1－1 イトーヨーカドー(新浦安店)3階
JR新浦安駅 バス5分

連絡先（※はFax兼用）
090-8708-3956

船橋市習志野台
北習志野駅5分
白井市復
北総線白井駅バス 3分
印西市原1-2
ビッグホップガーデンモール印西2F
北総線 印西牧の原駅 すぐ
松戸市松飛台
元山駅 徒歩7分
旭市下永井
旭駅 バス10分

090-3303-5262

さいたま市南区内谷
武蔵浦和駅バス 5分
さいたま市大宮区大成町
大宮駅 15分
さいたま市大宮区大門町1－32 大宮髙島屋8F
大宮駅3分
草加市吉町
草加駅 6分
草加市瀬崎
谷塚駅 20分
八潮市伊草
八潮駅バス5分
三郷市早稲田
新三郷駅10分
春日部市中央 2－14－6 小川産業
東武伊勢崎線春日部駅 3分
蓮田市閏戸
蓮田駅バス10分
日高市中沢
武蔵高萩駅 10分
所沢市緑町1－2－1 新所沢パルコ4F
西武線新所沢駅1分
熊谷市佐谷田
熊谷駅 25分
川越市脇田本町 14－12 第一住宅ビル5F
JR 川越駅1分
春日部市粕壁東2-8-61 春日部市民文化会館
東武伊勢崎線春日部駅東口13分
南埼玉郡宮代町中島
東武伊勢崎線東武動物公園駅東口 8分
久喜市下早見140 JR宇都宮線久喜駅 徒歩15分

048-863-9629※

桶川市坂田東
桶川駅バス 10分
埼玉県さいたま市
緑区寺山字下

090-5429-9823

042-590-0355
042-562-0688（FAX）
042-591-7734

千葉県
教室名・指導者
viva－amefla
野々宮利江子
ヨークカルチャーセンター 新浦安 アメリ
カンフラワー
野々宮利江子
フラワーステージ・かよこ
木内 かよ子
イトウ アメリカンフラワーアトリエ
伊藤 節子
JEUGIAカルチャーセンター
BIGHOP印西
中鉢 博子
TIRTHA KASHAYA（ティルタ カシャーヤ）
石戸 節子
アメリカンフラワー教室 ユウカ
水野敏子

090-8708-3956
047-380-7511

047-492-0438※
0476-40-7022
0476-40-7216
047-311-3155※
0479-57-5044
0479-57-6037（FAX）

埼玉県
ツキ江フラワースタジオ
中村 ツキ江
カトウスクール大宮
加藤 真佐子
髙島屋クラフトワールド 講習会
加藤 真佐子
増成フラワースクール
増成 登志子
ディップアートスクール Message
岡田 政美
増成フラワースクール
増成 登志子
Eikoアメリカンフラワー教室
廣岡 栄子
ナショナルカルチャースクール
加藤 真佐子
アメリカンフラワーひろみスクール
渡井 ひろみ
あじさい
井田 ゆみ子
パルコアメリカンフラワースクール
増成 登志子
中条AF熊谷教室
中条 和子
よみうり文化センター川越
松沼 千鶴子
ハートオブフラワー春日部教室
小川 まなみ
ハート オブ フラワー 宮代教室
小川 まなみ
ハート オブ フラワー 久喜教室
小川 まなみ
MIKA・AF教室
藤田 美佳
May Flower
田村 恵

048-652-3618※
048-642-0716
048-924-5640※
090-3098-9420（携帯）
048-927-7439※
048-997-1263※
090-3098-9420（携帯）
048-958-1072※
048-755-0777
755-0222（Fax）
048-764-2751※
042-989-7016
04-2998-8080
048-522-3774※
049-247-5000(代)
090-9814-4693
0480-34-3240※
090-9814-4693（携帯）
0480-21-1799

090-6172-5021
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May Flower
田村 恵
Atelier Florence
中根 圭子
wiredipart clover
kon kon park教室
原 友紀子
wiredipart clover
コピスみよし教室
原 友紀子

埼玉県鶴ヶ島市
三ツ木新町
朝霞市東弁財
朝霞台・北朝霞駅 徒歩2分
富士見市
鶴瀬駅 徒歩19分

090-6172-5021

入間郡
鶴瀬駅 バス10分

090-2143-8528
049-257-1633（FAX）

伊勢崎市境美原
東武伊勢崎線境駅3分
館林市本町2－2－14 アドホック館林2F
館林駅 2分

0270-76-5243※

宇都宮市野沢町
JR 宇都宮駅車 15分
宇都宮市竹林町
JR 宇都宮駅 車10分
宇都宮市清原台
JR 宇都宮駅車 15分
栃木県小山市
JR小山駅 徒歩18分

028-665-2927※

古河市駒込
JR野木駅 車10分
古河市葛生
古河駅 車20分
結城市中央町
JR結城駅 徒歩10分

0280-76-7533

070-5361-7060
048-212-4751（Fax）
090-2143-8528
049-257-1633（FAX）

群馬県
三枝フラワー教室
岩崎 三枝
アメリカンフラワーDip
笠原 由紀枝

0276-80-1187
0276-80-1156（Fax）

栃木県
湯沢アメリカンフラワー教室
湯沢 和子
はまやアメリカンフラワー教室
湯沢 和子
アメリカンフラワー菊地教室
菊地 一恵
アメリカンフラワープリムローズ
宮本浩子

028-621-0437
028-667-4250
090-3346-7443

茨城県
Sparkling Flower
松沼 千鶴子
アメリカンフラワーDip
笠原由紀枝
アメリカンフラワー・プリムローズ結城教
室
宮本浩子

0276-80-1187
0276-80-1156（Fax）
090-3346-7443
0285-21-1787（Fax）
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