Information
インストラクター展覧会 2 018
開催！

「盆栽のミニ鉢」がスタート

ボタニカルクイリング・ジャパン

インストラクター展覧 会 2 018
Botanical Quilling Japan Instructor Exhibition 2018

認定講師が制作する花々を是非会場で
直 接ご覧ください。皆 様 のお越しをお
待ちしております。

日程 2018 年 12月12 日
（水）
〜15日（土）

11日(火 ) は受講生・修了生向け内覧会
※時間 11: 30〜17:00（入場は16：30まで）

コピックを使った彩色レッスン用キット
に
「盆栽のミニ鉢」が新登場。クリエイ
ティブクラフトのパートナー教室でお作
りいただけます。詳しくはクリエイティブ
クラフトのホームページをご覧ください。

外堀通り

JR「新橋駅」銀座口

会期 2018年 12月 12日（水）〜15日（土）
※ 11日は受講生・修了生向け内覧会
会場 銀座第７ビルギャラリー（1・2F）

ソニービル
ユニクロ 鳩居堂

博品館 資生堂

和光

中央通り

三菱東京
ギンザ
UFJ 銀行 ライオン シックス

三越
地下鉄
「銀座駅」A3
みずほ銀行

サンクス

銀座第 7ビルギャラリー

ホテルグレイスリー 地下鉄
銀座
「東銀座駅」A1
昭和通り

■ 東京メトロ・都営地下鉄 銀座駅／A3出口より徒歩 4分、
東銀座駅／A1出口より徒歩 5分
■ JR 新橋駅／銀座口より徒歩 7分
※認定講師のキット、作品販売あり ※入場無料
※駐車場は近隣コインパーキングをご利用ください

ボタニカルクイリング 通 信「 クルフレ」

事務局移転

ボタニカルクイリング・ジャパン事 務局は 2018年 10月 1日より新 住
所へ移転いたしました。課題 提出の際はご注意ください。
新住所 〒 194-0022 東京都町田市森野 5丁目 14 -19 -2F
株式会社コレスポンド内 ボタニカルクイリング・ジャパン事務局
電話：042 -732 -3453

Pretty Paper クイリング教室

Atelier＊Oliveクイリング教室

Natsumi.M ペーパークイリング

Paper Craft & Create kikki’
s nest

Coco's quilling garden ペーパークイリング教室

Sai-ka クイリング教室

アトリエ＊Ａ クイリングアート教室

ペーパークイリング Lapin de neige K

アトリエ・ジニア

Ange Clarte クイリング教室

アトリエ・ビオラ

認定教室のご案内
北海道札幌市
http://kikkisnest.jimdo.com/
kikkisnest@gmail.com

北海道札幌市
https://lapin-de-neige-k.amebaownd.com/
l_neige2015@yahoo.co.jp
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
http://ukoa12.wix.com/pakirasgarden
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・東京都新宿区四ツ谷
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

Luna's Quilling ペーパークイリンク゛
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

J.Yasuhiraペーパークイリング教室

千葉県習志野市津田沼・大久保
https://minkun77.jimdo.com/
heartfull728@ch.em-net.ne.jp

かみのまじょクラフト

千葉県千葉市
https://www.instagram.com/kaminomajyo
kaminomajyo@gmail.com

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

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

東京都中央区東日本橋
http://pretty-paper406.jimdo.com/
n32425aomi406@outlook.jp
東京都中央区
http://ameblo.jp/coco-quilling0411/
coco.quilling0411@gmail.com
東京都葛飾区新小岩・足立区西新井・
大田区羽田・墨田区曳舟
roromi@cup.ocn.ne.jp

千葉県柏市、東京都葛飾区四つ木・宝町
tomoco-u@nifty.com

高橋ゆうこクイリング教室

東京都足立区
http://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

colorido ペーパークイリング教室

東京都国立市中
http://colorido28.blog.fc2.com/
colorido@willcom.com

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

よりたかづよ クイリング教室
（休講中）
東京都八王子市

（※フィリピン・マニラにてオリジナル講座開講中）

https://ameblo.jp/craftsnap

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

東京都府中市・立川市
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

クイリング工房 Naomint

神奈川県横浜市港南区
http://naominqru.web.fc2.com/
quillnaomint@yahoo.co.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

アトリエ ハートラップ

東京都多摩市、神奈川県厚木市・大和市
le-beaute@docomo.ne.jp

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

発行：ボタニカルクイリング・ジャパン／株式会社 コレスポンド

神奈川県鎌倉市
http://ameblo.jp/olive-atelier/
a.o.paper.q@gmail.com
神奈川県相模原市中央区、東京都多摩市
sai-ka.kraft@ozzio.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
http://quilling.xii.jp/
azusa@quilling.xii.jp
0263-31-5603

colorido ペーパークイリング教室

長野県安曇野市穂高
http://colorido28.blog.fc2.com/
colorido@willcom.com

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

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

しらすすえみ クイリング教室

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

Bluegrass クイリング教室

愛知県豊田市
http://cocoinbluegrass.blog.fc2.
com/
joh-shefor45@hotmail.co.jp

アトリエ７R ３

愛知県丹羽郡
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

かつたひとみクイリング教室

愛知県蒲郡市
momo_1954_milk@na.commufa.jp

滋賀県大津市下阪本
http://natsumi-quilling.com/
yuni_zr250b@live.jp
京都府京都市中京区・大阪市阿倍野区
http://atelier-a.info/
info@atelier-a.info

紙工芸kotohana＊ クイリング教室

京都市左京区南部・中京区
http://kotosumi.blog27.fc2.com/
midnight_incarnation@yahoo.co.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*

大阪府八尾市山城町
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

大阪府高槻市高槻駅前・別所本町・安満中の町
http://ameblo.jp/ritsu1114/
anry1027@yahoo.co.jp

Jardin blanco クイリング教室

奈良県生駒市・奈良市、京都府木津川市、
大阪府大阪市・東大阪市
http://blogs.yahoo.co.jp/whitegardenthing/
hitomijardinblanco@ezweb.ne.jp

みしなまきこ クイリング教室

兵庫県西宮市北口町
http://s.ameblo.jp/kirytampo/
kiry.tampo4708@gmail.com

Atelier y-35（アトリエ ミコ）

兵庫県神戸市東灘区
http://ameblo.jp/ateliery35/
ateliery-35@kobe.zaq.jp

さきクイリング教室

兵庫県尼崎市御園町
https://ameblo.jp/ako2407
saki.quillinng@gmail.com

ゆかわゆき クィリング教室

和歌山県御坊市
quilling.yukawa@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/

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

rep@bqjapan.com
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ht t p://ct vcf t .com /

時間 12〜14日／10：30〜17：00（入場は16：30まで）
15日／10：30〜15：00（入場は14：30まで）
会場 銀座第７ビル ギャラリー
（1F／販売・ワークショップ 2F／展示）
東京都中央区銀座 7-10-16 銀座第 7ビル
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http://bqjapan.com

Chizu 「こころゆたかに」

Report
教室レポート

Column
クイリングにまつわる旬なお話

Luna's Quilling
ペーパークイリング教室
中川 うづきさん

ボタニカルクイリングのインストラクターをレポート！

BQ Jチーフインストラクター

今回は埼玉県川口市でクイリング教室を運営する

なかたにもとこの
一言コラム

中川うづきさんにお話を伺いました。

表紙作品のアーティストに聞きました

作品に込めた思い

5

アーティスト：Chizu

BQJ

クイリングを始めたきっかけを教えて下さい。

中川さん

10 年ほど前にカリグラフィーを習っていたとき、
先生のアドバイスで作品装飾にクイリングを使い
ました。それがクイリングとの出会いです。その
後 2 〜 3 年は自己流で作っていましたが、なかな
か上手にならないので教室（なかたにもとこ先生）
に行くことにし、BQJのスタンダードコースからは
じめました。

BQJ
中川さん

ご自分のクイリング教室を始めた経緯を教えてく

BQJ

ださい。

スタンダードコースを修了後、アドバンスドコース
を受講しましたが、その頃から自分の教室を開く

ウェディングフレームをお作りになる生徒さんは

ご自分のウェディングに使うのが目的でしょう
か？

中川さん

ことを考え始めました。BQJ 講師資格を取得後、

ご自分のものをお作りになる場合もありますが、
お母様が娘さんのウェディングボードをお作りにな
る場合が多いですね。未経験者の方が多いので、

自宅教室とカルチャーセンターでの講師をはじめ

ご希望を伺いながら一緒にデザインして、見栄え

ました。今は仕事に復帰したのでカルチャーセン
ターの講師はやめて、自宅教室のみにしています。

がするようにいろいろな副資材なども取り入れな

BQJ

教室の運営状況を教えて下さい。

抱きかかえるようにしてお帰りになるときは私もと

中川さん

BQJ 認定講座を中心にレッスンしています。その
他にウェディングフレーム、オリジナルキット作製、
スキルアップパーツ練習などのフリーレッスンを
行っています。平日のレッスンを月２回程度、日
曜日にマンションの多目的ルームでのレッスンを月

毎年秋から春に向けてはイベントが多く、
忙しく過ごしています。12月には恒例の BQJ
インストラクター展覧会が銀座で開催されま
す。今年も力作が揃いますので、ぜひ会場
にお越しください。
ボタニカルクイリングでは写実的に植物を
表現しますが、その際に重要なのが細幅の
クイリングペーパーです。通常の幅のペーパー
では表現できない、植物ならではの繊細な
表現が細幅を使うことで可能になります。通
常細幅といえば2mm幅のクイリングペーパー
を指しますが、この度、1mm 幅の極細ペー
パーが発売されました。まるで糸のよなうな
触り心地で、巻く際にはドキドキするほどの
細さです。

そして、 新 た に
発 売 され るといえ
ば、私の 2冊めの著
書
「細 長 い 紙 をくる
くる巻いて作るクイ
リングのかわいいス
イーツ」が ヴォーグ
社 より10月 27日に
発売されます。
1mm 幅のペーパーとともに私のショップ
で取り扱いますので、ぜひお求めいただけれ
ばと思います。
ショップアドレス
http://e-bison.ocnk.net

がら制作して頂いています。出来上がった作品を
ても幸せな気持ちになります。
BQJ
中川さん

１回行っています。生徒さんは15 名ほどで 30 か

他にも講師をやっていてよかったなと思うときは

ありますか？

BQJ から生徒さんの認定証が届いた時に提出課

BQ 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

題への評価が高くて喜んでもらえた時や、でき上
がった作品をキラキラした目で見ている生徒さん

ら50 代の方にお越しいただいています。長年通っ

を見た時には嬉しいですね。あとは教室で楽しく

ていただいている生徒さんが多いので、仲良く和

皆さんとおしゃべりしている時です（笑）。

気あいあいと楽しくレッスンしています。平日のレッ
スンを行うために会社は週 4 勤務です。

作品の花 材を調べていて、迫力あるプ
ロテアに魅了され一目でこの 花をペー
パークイリング で 作ってみたくなりメイ
ンの花に決めました。プロテアをどう表
現するか、 メインの 花を引き立 た せる
ためにサブの花 材を何にするか、色々
なパーツや花を試作して検 討しました。
大 輪 の 花 は 細 かくつくりこみましたの
で、注目して頂きたいポイントです。

1 mm 幅の紙が登場。
私の 2 冊目の本も出ます！

BQJ
中川さん

これから教室を始めたい方にアドバイスをいただ

けますでしょうか。

すぐ教室運営が軌道にのらなくても焦らず、でも
諦めず。素敵な作品を作り続けていれば良い方向
に進むと思います。あまり自分を追い込まないよう
に、マイペースでやってくことも必要だと思います。

取材後記

普段は建設会社で CAD オペレーターとして働
く中川さん。仕事と家庭を両立しながらの教室運営は大変
では？との問に「仕事や家庭が忙しくてもクイリングはラ
イフワークなのでやめません（笑）」という頼もしい回答
が返ってきました。今後も貴重な経験を、他の講師や講師
を目指す方にシェアしていただきたいと思いました。

Luna's Quilling ペーパークイリング教室
埼玉県川口市南鳩ヶ谷
h t t p : //a m e b l o . j p/ l u n a s q u i l l i n g /

クイリングの土台集め
クイリングではほとんどの場合「土台」とい
うものが必要になります。完全立体では花瓶
などの器、平面の作品では台紙とそれを支え
る額など。それらをひっくるめてひとつの作
品になるので、土台選びはすごく重要です。
作品に見合ったものがなければ自分で作るし
かありませんが、ぴったりな物があればそれ
に越したことはありません。
私のオリジナル作品のテーマは「品の良い
静かでおしゃれなショップにそっと飾られて
いるような小さくて儚いアート」です。なので
品の良い静かでおしゃれなショップに行った
際は、作品で使えるものがないか常にチェッ
クし、あれば使用予定がなくても躊躇なく入
手しておくようにしています。
素敵な土台はイマジネーションを働かせて
くれます。
「この器にはオオイヌフグリを敷き
詰めたら可愛いはず」とか「この木の質感に
はコピックのブルー系が映えそう」とか。この

ように制作のヒントを与え
てくれる物たちは、制作意
欲が希薄な（!? ）私の背中
を押してくれる大切な応援
団になっています。
いつか私を助けてくれる
であろう現在待機中の土台
の一部と、これらを購入し
た品の良い静かでおしゃれ
なショップを紹 介します。
機会があれば、ぜひ訪れ
てみてください！
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※詳しい場所はネットで検索し
てください〜
1 栃木県の黒磯にある古道具屋「吉田商店」で購入
した曲げわっぱ。マットな黒でペイントしてあります。
吉田商店は和物の面白い小道具がいっぱい売ってい
ます。お隣にある「タミゼ クロイソ」も半端なく上質
な雑貨ショップ。絶対また行きたい！
2 「PUE B C O（プエビコ）
」のアルミのトレー。プエ

ビコの商品は洒落てるセレクトショップで取り扱って
ますが、オンラインでも買えます。割と手頃な価格で
かっこいいアイテムがたくさんあります。
3 こちらも黒磯にあるヴィンテージ家具店
「ROOMS
（ルームス）」で購入した木 製の箱。ざっくりした白
の ペイントが 良 い 雰 囲 気。 近 くの「1 9 8 8 C A F E
S H OZO」でお茶をしてからゆっくり見るべし。
4 この鰹節みたいな木の器は、湘南 T-S i t e にある
「g u n ge n d o（グンゲンドウ）」で購入。作品のディス
プレイにいいかも。
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5 この額も
「プエビコ」で購入。鉄製です。
6 7 目黒の「C L A S K A（クラスカ）
」で買ったアイア
ン塗装の器。華奢だけど無骨でクールな奴。
8 新潟の「F/s t y l e（エフスタイル）
」が販売している
黄 銅のコースター。酸化するといい風合いになりそ
う。こういう華奢なトレーがあるとつい買ってしまう。
9 新木場のアンティーク家具・雑貨屋
「C A S I C A（カ
シカ）」で購入した小さな陶器。割と手頃なお値段で
アンティークの器が売っています。併設のカフェで美
味しいカレーを食べたあとじっくり見るべし。
10 栃 木県の益子にあるアンティーク家具・雑 貨 屋
「仁平家具店」で購入したガラスの小瓶。小さいのは
1 個 2 0 0 円もしなかった気がする…。和物の小物が
たくさんありました。近くのレストラン・雑貨屋「スター
ネット」と合わせて訪れたいお店。

