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Paper Craft & Create kikki’s nest
北海道札幌市
http://kikkisnest.jimdo.com/
kikkisnest@gmail.com

ペーパークイリング　Lapin de neige K
北海道札幌市
https://lapin-de-neige-k.amebaownd.com/
l_neige2015@ybb.ne.jp

Ange Clarte クイリング教室
山形県山形市
ange_clarte@hotmail.com

akiko.k クイリング教室
福島県いわき市郷ヶ丘
akiko182015@yahoo.co.jp

パキラズガーデン クイリング教室
群馬県前橋市広瀬町
https://ameblo.jp/pakirarirurero/
quill_pakira@yahoo.co.jp

上原エナ クイリング教室
群馬県安中市原市
https://nekono-hige.shopinfo.jp
catlover_2222-nekonohige@yahoo.co.jp

なかたにもとこ クイリング教室
埼玉県所沢市、東京都新宿区四谷
http://info5388.wix.com/maggie-quilling/
info@e-bison.co.jp

Quilling-room
埼玉県さいたま市浦和区
http://ameblo.jp/quilling-room/
quilling_room@yahoo.co.jp

QUILLING TOOLBOX ペーパークイリング教室
埼玉県川口市
http://ameblo.jp/lunasquilling/
uzuki.n@yell.nir.jp

大森千恵ペーパークイリング教室
埼玉県ふじみ野市
chie.omori@gmail.com
http://ameblo.jp/stowbridge-18

咲蘭（さくら）ペーパークイリング＆水引教室
千葉県習志野市
http://ameblo.jp/sakura10050404/
sakura10050404@yahoo.co.jp

Kayoko＊クイリングアート教室
千葉県印西市
http://ameblo.jp/natural-sea7/
naturalsea7myth@yahoo.co.jp

アトリエ・ビオラ
千葉県柏市、東京都葛飾区四つ木・宝町
tomoco-u@nifty.com

ひよだまり クイリング教室
東京都江東区
https://ameblo.jp/hiyodamari-baby/
info@hiyodamari.com

アトリエ・ポピー
東京都台東区蔵前・文京区湯島・葛飾区亀有
kuniko.wrapping@docomo.ne.jp

Pretty Paper クイリング教室
東京都中央区東日本橋
http://pretty-paper406.jimdo.com/
n32425aomi406@outlook.jp

 認定教室のご案内 
Coco's quilling garden ペーパークイリング教室

東京都中央区
https://ameblo.jp/coco-quilling0411/
coco.quilling0411@gmail.com

Kouca
東京都文京区
https://www.kouca2020.com
kouca.lesson@gmail.com

高橋ゆうこクイリング教室
東京都足立区
https://s.ameblo.jp/quiling/
konbu1224@gmail.com

S atellier さ＊とりえ クイリングレッスン
東京都大田区
http://ameblo.jp/s-quilling/
tym-q137@tc4.so-net.ne.jp

Hana's Paper Quilling Salon La 
Maison De Ami ～友達の家～

東京都品川区
https://maisondeami.wixsite.com/home
lovequilling_hana@yahoo.co.jp

せきまきこ クイリング教室
東京都西東京市
https://ameblo.jp/maco-quilling/
s_m_seki＠ybb.ne.jp

Sai-ka クイリング教室
東京都多摩市
sai-ka.kraft@ozzio.jp

Harry's quilling 教室
東京都八王子市
https://ameblo.jp/harrys-quilling/
prettyharry603@yahoo.co.jp

二ツ橋麻貴子 クイリング教室
東京都日野市
http://ameblo.jp/asakif2/
asakif2@yahoo.co.jp

アトリエ ハートラップ
東京都多摩市
le-beaute@docomo.ne.jp

しらすすえみ クイリング教室
東京都府中市
http://totoquilling.wix.com/totoquilling/
totoquilling@jcom.zaq.ne.jp

植村真奈美 クイリング教室
神奈川県横浜市保土ヶ谷区
http://uefamilymanami.wixsite.com/primopasso
uefamily_manami@yahoo.co.jp

Studio Paper Around （主宰 有田真季子）
神奈川県横浜市港北区・都筑区
http://paperaround.main.jp
studio@paperaround.main.jp

アトリエ クルール （Atelier Couleur）
神奈川県横浜市青葉区
http://ameblo.jp/petit-0509/
ateliercouleur0605@yahoo.co.jp

Prime たかのなおこ クイリング教室
神奈川県横浜市旭区
https://www.prime-biz.net
info@prime-biz.net

アトリエ ハートラップ
神奈川県厚木市・大和市
le-beaute@docomo.ne.jp

Atelier＊Oliveクイリング教室
神奈川県鎌倉市
http://ameblo.jp/olive-atelier/
a.o.paper.q@gmail.com

バンビーニ クイリング教室
神奈川県鎌倉市
https://q-bambini.hatenablog.jp/
atelier-bambini@tuba.ocn.ne.jp

咲蘭（さくら）ペーパークイリング＆水引教室
石川県金沢市
http://ameblo.jp/sakura10050404/
sakura10050404@yahoo.co.jp

クイリング教室  アトリエ Poppy
石川県小松市・能美市
hana-yori-popy@i.softbank.jp

後藤洋子クイリング教室
石川県加賀市
yoko818@icloud.com

ペーパークイリング教室 Country Friends
長野県松本市梓川・東筑摩郡山形村
https://quilling.xii.jp/
azusa@quilling.xii.jp
0263-31-5603

paperworks花mizuki
山梨県甲府市内
http://ameblo.jp/akurua/
paper-asobi@softbank.ne.jp

くるくるａｒｔ クイリング教室
静岡県静岡市駿河区・葵区
kuru-kuru-arts1009@live.jp

Prime たかのなおこ クイリング教室
静岡県静岡市駿河区
https://www.prime-biz.net
info@prime-biz.net

ルルク・クイリングテラス
静岡県掛川市
http://blog.goo.ne.jp/couleur228/
piz442sg@yk.commufa.jp

アトリエ promnade
静岡県浜松市西区
http://ameblo.jp/promenade0802/
promenade0802@docomo.ne.jp

Gummy Won's Studio クイリング教室
静岡県 湖西市・浜松市
https://ameblo.jp/meg0911ame/
nodame2784@gmail.com

Paper Plus（主宰 兵藤成美）
愛知県小牧市
https://ameblo.jp/atelier7r3/
atelier7r3@gmail.com

Atelier花音クイリングstudio
愛知県名古屋市中区大須
http://www.atelier-kanon.com/
kanon420@gmail.com

ペーパークイリング教室　Green necklace
愛知県名古屋市中区
greennecklace2710@gmail.com

ペーパークイリング教室　La Flora
愛知県岡崎市・安城市
paperquilling.laflora@gmail.com

Natsumi.M ペーパークイリング
滋賀県大津市下阪本
http://natsumi-quilling.com/
info@natsumi-quilling.com

アトリエ＊Ａ クイリングアート教室
京都府京都市中京区、大阪府大阪市阿倍野区
http://atelier-a.info/
info@atelier-a.info

Jardin blanco クイリング教室
大阪府大阪市、奈良県生駒市・奈良市
https://ameblo.jp/jardinblanco/
hitomijardinblanco@ezweb.ne.jp

Grace Roll クイリング教室
大阪府高槻市上本町
http://ameblo.jp/grace-roll-keity/
grace-roll@i.softbank.jp

クイリングと彩色＆クラフト教室 *ふるろん*
大阪府八尾市
https://www.facebook.com/floron.miyoshisuda/
miyoshi.suda@gmail.com

ペーパークイリング教室 「papier」
大阪府大阪市・豊中市
http://papier.main.jp/
papier.fuku@gmail.com

L'atlier KCO
大阪府大阪市阿倍野区
kco.quilling@gmail.com

あんりー♥ＡＮＲＹ
大阪府高槻市安満北の町・天神町
http://ameblo.jp/ritsu1114/
anry1027@yahoo.co.jp

みしなまきこ クイリング教室
兵庫県西宮市北口町
http://ameblo.jp/kirytampo/
kiry.tampo4708@gmail.com

Atelier y-3 5（アトリエ ミコ）
兵庫県神戸市東灘区
http://ameblo.jp/ateliery35/
ateliery-35@kobe.zaq.jp

bloomクイリング教室
兵庫県尼崎市御園町
https://ameblo.jp/ako2407
bloom.quilling@gmail.com

Happy Quilling ひとみクイリング教室
岡山県岡山市北区
https://ameblo.jp/12thangel/
oldpostroad421@gmail.com

クイリングstation andante
岡山県岡山市中区
https://ameblo.jp/0612bantan/
chaiyanbts@gmail.com

atelier du cadeau
福岡県福岡市中央区
http://www.le-cadeau.co.jp/
atelier@le-cadeau.co.jp

ShuShuRoll ペーパークイリング教室
長崎県大村市
http://ameblo.jp/shushuroll/
shushuroll@gmail.com

クイリング レッスン with AKKO＊SUN
鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串
http://ameblo.jp/kulukulu-mojoka910/
yamauchi@omega.ne.jp

Kiiko's クイリング教室
沖縄県北谷町
kiikos@nirai.ne.jp

ボ タ ニ カルクイリング 通 信 [ クルフレ］

あこう のぶこ   「花毬」

・今年はキット、作品等の販売は実施しません。展示のみとなります。

・新型コロナウィルスの感染予防のため、入場制限、事前予約制、ウェブ開催等を導入する

場合があります。最新の情報はHPをご確認ください。bqjapan.com

会場：オレンジギャラリー（池袋）

会期：2021年 3月 5日（金）〜 7（日）11:30〜 18:30（最終日は15時閉場）

　　　※ 4日（木）はBQJ受講者向け内覧会 （11:30〜 18:00）

会場よりインスタライブを
開催します！

BQJをフォローしてください。

@botanicalquillingjapan

＊ 新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、事務局スタッフは在宅勤務をメインにしております。教材発送や提出課題の受け取り等に通常より時間
がかかる場合がございます。何卒ご了承ください。なお、メールでのご質問には随時対応しております。 

インストラクター展覧会 2 0 2 1 開催決定！
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教室レポート クイリングにまつわる
旬なお話

COLUMNREPORT

レンタルスペースでのレッスンの様子 しらすさんのデザインによるクイリングキット 教室で使用している課題 「刺繍シリーズ」

BQJ	 クイリングを始めたきっかけを教えてください。

しらすさん クイリングとの出会いは 9 年前位です。1 0 年に

及ぶ舅の介護に疲れていた時期で、気分転換を

したいと思っていたところ、新聞の折り込みチ

ラシで島根郷子先生がカルチャーセンターで開

講されていた教室を見つけました。「これだ！」

とひらめき、月一回のレッスンに通うようにな

りました。島根先生が教室を開講されていな

かったら、クイリングとの出会いは無かったと

思います。

BQJ	 教室を開講した経緯を教えてださい。

しらすさん BQJ の認定講師資格をとりましたが、「人に

教えるなんてとんでもない！」と思ってました

（笑）。ただ、趣味だけで終わらせるのはもった

いないとも感じていました。そんな時、友人か

ら教えてほしいと言われ自宅でレッスンをはじ

めました。同じ時期に BQJ のホームページで私

を見つけてくださったカルチャーセンターから

講師のお誘いをいただきました。どちらも生徒

さんお一人だけのマンツーマンレッスンが 1 年

弱続きました。そのころ常に心していたのは「腐

らず、焦らず、驕らず、そして楽しみながら。」

でした。

BQJ	 教室の運営状況と教材に関して教えてください。

しらすさん 教室を始めて５年になります。現在は自宅教室

とレンタルルームでレッスンを行っています。

月 3 回のペースで 20 名弱の生徒さんが通って下

さいます。カルチャー教室は 3 年間で 10 名に増

え、他の講師にバトンタッチしました。レッス

ンでは私のオリジナルの課題と BQJ の認定教材

ボタニカルクイリングのインストラクターをレポート!
今回は東京都府中市で教室を運営されている、しらすすえみさんにお話を伺いました。

しらすすえみさん
S u e m i S h i r a s u

取材後記

B Q J クリエイティブアドバイザー

小紙陽子のクルクルよもやま話

「クリエイティブアドバイザーとして…」

　今年は世界中が新型コロナウィルス

に翻弄された年でした。まだその猛威

は衰えを見せていませんが、一日も早

く収束に向かうことを願って止みませ

ん。私の教室でもアクリルボードの設

置や消毒液の準備に追われましたが、

さらに Zoom を使ったオンラインレッ

スンやインスタグラムのライブにも挑

戦し、どうにか生徒の皆様とのコミュ

ニケーションを取り続けることを試行

錯誤した年でした。そう考えると、こ

れまでの方法から新しいカタチへの一

歩を踏み出すことができた年でもあり

ました。特にインターネットの活用は

新しい人たちとの出会いを生み、大き

な収穫でした。

　新しい出会いといえばもう一つ、「フ

ルードゥグラス」との出会いがありま

した。フルードゥグラスとは樹脂タイ

プのハーバリウム液で、一般社団法人

ユニバーサルデザイナーズ協会がプリ

ザーブドフラワー作品の材料として開

発されたもでのす。樹脂の中にプリ

ザーブドフラワーを入れて固めるとて

も素敵な作品ができます。この度、ボ

タニカルクイリング・ジャパンではユ

ニバーサルデザイナーズ協会のご協力

を得て、このフルードゥグラスとクイ

リングをコラボレーションさせた「ク

イリングフルードゥグラス」の講座を

製作いたしました。来る年はこの講座

を通じ、プリザーブドフラワー愛好家

の皆様を始め、新しい方たちとの出会

いが全国に広がっていくこを期待して

います。

B Q J チーフインストラクター

なかたにもとこの一言コラム

「クイリングの新しい可能性」

　毎年恒例のインストラクター展覧

会。今年は新型コロナウィルスの影響

で延期になりました。私がインストラ

クターの皆さんと顔を合わせることが

できる年に一回の大事なイベントなの

で、残念ひとしおです。

　展覧会場では、お声掛けくださった

方々の作品を個別に講評させていただ

くのが恒例行事となっています。私な

どがコメントするには恐れ多い素晴ら

しい作品ばかりではありますが、グラ

フィックデザイナーとしての視点から、

気がついた点をコメントさせていただ

いています。

　一番多くご意見させていただいたこ

とは、額についてだと思います。「額

が作品の雰囲気に合っていない」「額

が作品の比率に合っていない」など、

らいの軽いノリで聞いていただけると

助かりますが、我が子のような作品に

対する意見は簡単にはスルーできない

ですよね。もしかして深く傷つけるこ

とを言ってしまっているかもしれない

…。そんな方がおりましたら、今度の

展覧会ですれ違いざまに足を踏んづけ

るなどの報復措置をしていただければ

と存じます。 

　「小紙さんは自分が見ないふりをし

ていた部分を鋭くついてくるので目が

覚める」と言ってくださる方がいます

（多分）。そう言ってくださると、クリ

エイティブアドバイザーとしてちょっ

とは役に立っているのかなと安心しま

す。次の展覧会で踏まれる足の数で、

その真価が問われるでしょう。

しらすすえみさんのクイリング教室

 「しらすすえみ ぺーパークイリング教室」 
東京都府中市

https://totoquilling.wixsite.com/totoquilling

作品に込めた思い

ARTIST

あこう のぶこ

表紙作品の
アーティストに聞きました

和風で柔らかな色合いの作品をと思

い出来上がった花毬。作っている間

に洋風でも作りたくなり、ダイヤモ

ン ド リ リ ー の 花 を「 埋 ま ら な い！」

と焦りながらも楽しくなって夢中で

作った作品です。

額と作品のバランスについてアドバイ

スさせていただきました。作品に理想

的な額を見つけるのは難しいですよ

ね。でもぴったり合えば魅力も倍増す

るので頑張りたいところです。

　あとは、作品を乗せる土台について

や、作中の文字のクオリティといった、

作品の内容というよりは、人により良

く見せるための、いわば「お化粧の仕

方」についての指摘を多くさせていた

だいています。作品はきれいに出来て

いても、付属品がそれに見合っていな

いというケースが多々あります。魂込

めて作った価値のある作品です。土台

などの付属品もすべて質の高いものを

使用しましょう。

　とは言え、私個人の感想でしかない

ので、「こういう見方もあるんだな」く
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講座で制作する
課題 3 種

※「フルードゥグラス」は一般社団法人ユニバーサルデザ
イナーズ協会の登録商標です。

去年 展示した作 品。展 覧 会 用の 作 品は毎年の年
賀状を飾っています。今年はどうしよー。

を使っています。３年目くらいまでの生徒さん

には私が課題をご用意しますが、それ以降はお

好きな課題の中から選んでいただいています。

BQJ	 教室をやっていて楽しいと思うことは何ですか？

しらすさん 生徒さんに私の作った課題をお見せしたときに、

「これ作ってみたい！」と言って頂ける事が一番

の励ましになっています。レッスン課題の制作

では、固定概念に囚われず、クイリングででき

ることはなんだろう？と自分の頭で考えるよう

にしています。教室の運営はドキドキすること

もありますし、責任も感じますがとても充実し

た仕事です。

BQJ	 これから教室をはじめる方へアドバイスをいただ
けますでしょうか。

しらすさん コロナ禍もいつかは終息する時が来ます。その

時まで、焦らずにクイリングの可能性を信じ、

ご自分の感性に磨きをかけて創作活動を地道に

努力を重ねることが大切だと思います。

BQJ	 今後の抱負・目標を聞かせてください。

しらすさん クイリングの持つ可能性を広げ、デザイン的に

もレベルの高い作品を作って行きたいと思いま

す。その作品を見た方が、「私も作ってみたい」

と思って教室に通っていただく流れができれば

良いと思います。

2016年のAJCクリエイターズコンテストのペー
パーアート部門では大賞（内閣総理大臣賞）を受賞した実力
派のしらすさん。コロナ禍で大変な時期にもかかわらず、
ペーパークイリングの可能性に目を向けたポジティブな発
言が目立つインタビューでした。

Check!
なかたにもとこ 
Instagram

＠ maggiequilling
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