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NFD公認校
体験レッスン割引クーポン取扱校一覧表
都道府県 学校名 主宰者会員No 主宰者 市区郡 tel e-mail

北海道 佐々木芳子フラワーデザインスクール 03543 佐々木 芳子 札幌市中央区南２条西 011-281-3200 tanibon@s9.dion.ne.jp

花・ＨＡＲＵＫＯデザインスタジオ 04647 佐藤 ハル子 札幌市中央区南１４条西 011-561-2961 chabo@able.ocn.ne.jp

office JULIA フラワーデザインスクール 048559 塚越 早希子 札幌市中央区南３条西 090-2872-9909 info@officejulia.com

リバティフラワースクール 018148 髙見澤 美智子 釧路市富士見 0154-64-5503 lfs1@outlook.jp

かざ車フラワーデザインスクール 011531 高﨑 宏美 函館市日吉町 0138-55-7096 takasaki.hiromi@purple.plala.or.jp

秋田県 秋田フローラル学院 08610 浅石 薫 秋田市寺内油田 018-824-1705 fs-kaoru@cna.ne.jp

フローラルアートスクールＳａｔｏ 010487 佐藤 政則 秋田市保戸野通町 0188-23-8620 masa1021@if-n.ne.jp

ミルフルール・フラワースクール 018603 田口 由美子 秋田市川尻総社町 018-824-8787 mille@jt7.so-net.ne.jp

岩手県 小綿麻美子フラワーデザインスクール 02875 小綿 麻美子 盛岡市名須川町 019-654-0666 mamiko-fd@ozzio.jp

山形県 ＪＵＮ．Ｆ．Ｄ．スタジオ 038979 長谷川 淳 山形市北山形 023-644-5368 junfds_0220@yahoo.co.jp

アトリエ　ラルゴ 093305 齋藤 美英 山形市松波 023-641-3987 lar512.since1994.flower@gmail.com

花 Harmony 035638 加藤 浩美 天童市天童中 090-2552-0691 hiromi35@plum.plala.or.jp

宮城県 佐藤洋子フラワーデザインスクール 01720 佐藤 洋子 仙台市青葉区錦町 022-211-0285 eucharis-1024-yokosato@docomo.ne.jp

Ｏｎｅ＆Ｏｎｌｙフラワーデザイナーズ・スクール 010653 峯岡 早苗 仙台市青葉区中山台 090-1374-9809 info@one-and-only.jp

みどりや　結華学院 06023 日下 恒子 仙台市若林区五橋 022-266-1751 kusaka@midoriya-florist.co.jp

福島県 ゆきフラワースクール 097853 伊藤 幸子 福島市栄町 024-526-6754 yuki_flower_school@live.jp

フラワースタジオ　POCO A POCO 014349 中村 良美 須賀川市向陽町 0248-72-5622 ynakamura1@w8.dion.ne.jp

新潟県 Kayanoフラワーアソシエイツ 044392 茅野 恭子 新潟市中央区上大川前通 025-210-2111 smile.kyoko1921@docomo.ne.jp

長野県 千野フラワースクール 022489 千野 洋子 長野市石渡 090-8585-0859 chino.y@nifty.com

フラワーデザインスタジオ　和花菜 082957 金澤 和子 飯田市川路 0265-27-3645 waka.kazu@brown.plala.or.jp

花倶楽部　シュルッセル 063725 金澤 明美 佐久市大字横根 0267-67-8086 a-kanazawa@sk-hanakikaku.co.jp

杏里　花のアトリエ 012246 柿崎 利子 千曲市桜堂 026-272-2590 fiveseasons@flower.wak2.jp

山梨県 フラワースタジオＫ 02252 奥山 幾代子 甲府市荒川 090-1042-6367 fstudiok@fancy.ocn.ne.jp

群馬県 美研フラワーデザイン学院 02280 田子 千代美 前橋市石関町 027-353-3939 bk@biken-flower.jp

プティフルールフラワーデザインスタジオ 01452 なかやま れいこ 高崎市歌川町 027-326-7021 pf@pf87.com

吉田フラワーデザインスタジオ 03619 吉田 春江 高崎市小八木町 027-364-2461 ayoshid1822@jcom.home.ne.jp

栃木県 花工房　フラワーデザインスクールＩｖｙ 063228 城野 隆子 鹿沼市松原 0289-62-8679 i1956.taka.v.@docomo.ne.jp

花工房 彩艶 011032 木村 美智子 さくら市 028-682-3826 hanakobo.saien0419@gmail.com

茨城県 フローラル　アトリエ　アイ 017257 井上 郁子 水戸市見川 029-254-1883 ikuko-inoue@heart.ocn.ne.jp

千葉県 アートスタジオ・ラグラス 028481 江波戸 満枝 千葉市美浜区磯辺 043-279-3245 lagrass@kkf.biglobe.ne.jp

エイムフローラルデザインスクール 045948 喜舎場 まゆみ 松戸市新松戸 047-343-7800 aim-int@par.odn.ne.jp

埼玉県 林きみ枝フラワーデザインスクール 03326 林 きみ枝 さいたま市浦和区北浦和 048-831-3434 info@kimie-flower.com

大野京子フラワーデザインスクール 011834 大野 京子 さいたま市緑区大門 048-878-3168 kyoko.flower@jcom.home.ne.jp

シミズフローラルデザインスクール 010478 清水 和乃 さいたま市南区別所 048-839-9171 main@shimizuflora.com

はな工房　彩花 031757 中川 禎子 桶川市西 048-772-4018 info@hana-saika.com

萩原芳子フラワーデザインスクール 02655 萩原 芳子 草加市氷川町 048-927-0341 5514ghci@jcom.zaq.ne.jp

花想人　～KASOUDO～ 024578 斯波 直美 新座市野火止 048-481-5516 onshiba@nifty.com

花Ｍｉｏｎａフラワーデザインスクール 040592 有薗 直美 ふじみ野市福岡中央 090-8059-6810 naoarz19710217@icloud.com

神奈川県 MASAKO フラワーデザイン 043817 文野 昌子 横浜市青葉区青葉台 045-482-6783 f@masako-f.jp

ユリフラワーデザインスクール横浜教室 014275 若松 静子 横浜市磯子区杉田 045-774-9334 lovely-shizuko@za.cyberhome.ne.jp

Ｖｉｖｏフラワーデザインスクール 010679 武内 啓子 横浜市磯子区洋光台 045-833-2827 kei87-takeuchi@e-87.co.jp

フローラルアートプロダクション・スタジオエル 354 中村 史子 横浜市神奈川区西神奈川 045-324-1271 info@fap.co.jp

さつき・花のアトリエ 06643 吉村 佐月 川崎市麻生区岡上 044-986-6912 satsuki87@castle.ocn.ne.jp

フラワースタジオ 「グリーン フォーリア」 015912 渡邉 もとみ 川崎市麻生区上麻生 044-952-9571 greenfoglia@jcom.home.ne.jp

東京都 フローラルアートスクール 03851 堀合 勝子 大田区東雪谷 03-3727-5568 kyoko.horiri135@gmail.com

エコール・ド・フルール　啓 014321 小西 浩子 江東区大島 03-3681-9979 hk-5111gym@docomo.ne.jp

アルテ　ローゼン 014260 佐藤 由香里 品川区北品川 03-5420-1028 yukari-sato@alte-rosen.com

プティフルール　ＦＤスタジオ　東京校 01452 なかやま れいこ 渋谷区恵比寿 090-3243-9273 pf@pf87.com

フラワースタジオ　ノエル 074465 松嶋 眞理子 渋谷区代々木 03-5352-1976 mariko-noel023@angel.ocn.ne.jp

ふらわあ・こうきデザインスタジオ 010722 白石 由紀子 杉並区梅里 03-3313-5127 y.shiraishi@aroma.ocn.ne.jp

フラワーデザイン　プチ・フルール 013612 智田 純子 杉並区上荻 090-8176-8637 junkochida316@yahoo.co.jp

アトリエ　花みずき 010471 只木 廣胡 墨田区八広 03-3613-1187 school@hana-mizuki.jp

ブルーメンツアウバ　フラワースクール 018904 植木 佐和子 世田谷区奥沢 080-3255-7617 info@hanamahou.jp

Flower Drops フラワードロップス 041063 渕上 多鶴子 世田谷区奥沢 03-6659-8655 fuchigami@gray.plala.or.jp

上原羽月枝フラワーアートスクール 02626 上原 真理子 中央区日本橋大伝馬町 03-3664-6570 mariko@ef-n.jp

ベル・フルールフラワーデザインスクール 09748 今野 政代 中央区銀座 03-6909-3630 info@belles-fleurs.com

千惠・フローラルスタジオ 08978 宮本 千惠子 練馬区早宮 03-3994-2450 chiekomomo20@yahoo.co.jp

ヌーベル フラワー 020042 渡辺 美晴 練馬区下石神井 03-3997-8405 nouvelle@tbi.t-com.ne.jp

レーヴダンジュ 053966 平出 智子 練馬区中村北 03-3970-6987 rosemoko@xpost.plala.or.jp

東京都 Ｋ’ｓ華工房 015918 児玉 慶子 三鷹市井の頭 0422-44-1107 kkk.kodama@hotmail.co.jp

エアリー フラワーサロン 049069 雅美 まあさ 武蔵野市吉祥寺本町 0422-27-2711 masami@airy-flower.com

静岡県 クリエイティヴアートフラワーデザインスクール 014147 佐野 純子 静岡市葵区鷹匠 054-395-5128 info@creativeart.co.jp

愛知県 名古屋フラワー学院 01683 後藤 明海 名古屋市天白区平針 052-803-9783 ag87@flower.gr.jp

大嶽アトリエ・サロンド 010593 松原 尚美 一宮市栄 090-2184-3952 n-bara@nifty.com

花ブティックアモーレ。 044865 田中 たかね 豊田市上郷町宮前 0565-21-2045 amore228868@gmail.com

各公認校の
詳細ページは
こちらから ※敬称略
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三重県 フラワーデザイン　アトリエＮＯＢ 01457 一柳 靖子 四日市市諏訪栄町 059-355-7155 tonton1007@nifty.com

岐阜県 沢田フラワーデザインスクール 08692 沢田 真理 岐阜市野一色 058-245-5598 mari87@ccn3.aitai.or.jp

富山県 花まつフラワーアカデミー 011563 石崎 弥佳 射水市流通センター水戸田 0766-57-8707 m-ishisaki@hanamatsu.co.jp

エコール・ドゥ・フルール　マサコ 021080 吉川 昌子 黒部市犬山 0765-54-0827 fleur-masako@ni-po.ne.jp

フラワーデザインスクール　花模様 036140 北 栄子 氷見市鞍川 0766-74-5566 hanamoyo810@gmail.com

石川県 岸田英治フラワーデザイン研究所 06656 岸田 英治 金沢市小金町 076-253-2332 flower.city@view.ocn.ne.jp

福岡千恵フラワーデザインスクール 01208 福岡 千恵 金沢市押野 076-243-2381 fukuokachie0511@gmail.com

山本真美フラワーデザインスタジオ 027302 山本 真美 金沢市光が丘 076-298-0523

Ｄｒａｗ ： Ｆｌｏｗｅｒ Ｄｅｓｉｇｎ 036147 村本 智絵 金沢市久安 076-247-8728 draw.f.design@gmail.com

flower-school-muguet 097300 水上 詩子 金沢市大手町 090-8968-4239 flower_school_muguet@yahoo.co.jp

福井県 はな里　花阿彌ブルーメンシューレ福井校 085023 井 里美 福井市江端町 0776-39-0115 info@hanasato.jp

フラワーデザインスクール　オーナメントＡ 05463 一ノ瀬 淳子 越前市平出 0778-22-2798 info@ornament-a.co.jp

花の教室　フローラ 041746 松川 知香子 小浜市太興寺 090-1318-9496 chica.m@sage.ocn.ne.jp

花のアトリエ　フラワーデザインスクール 036161 武田 静枝 坂井市春江町中庄 0776-51-3970 mseika.521@gmail.com

中山フラワーデザインスクール 022583 中山 真裕美 敦賀市野神 0770-21-0870 nakayama-ma@rm.rcn.ne.jp

滋賀県 河合フローラルアカデミー 04922 河合 透 彦根市肥田町 0749-43-2543 office@alfa87.com

京都府 Floral Connection 014355 遠藤 有香 京都市上京区室町通今出川下る 075-888-1187 info@floconne.com

奈良県 あかざわフラワーデザインルーム 04703 赤澤 節子 生駒市さつき台 0743-77-6670 ays-akzwa@kcn.jp

大阪府 岩橋康子フラワーデザインスクール 02503 岩橋 康子 大阪市北区芝田 06-6377-5456 yasuko-itam@shirt.ocn.ne.jp

ユリＦＤＳ長谷川　あい’るフラワーズカレッジ 07226 長谷川 恵子 大阪市北区堂山町 06-6854-8388 mail@i-ll-flowers.com

ＣＦＣフラワースクール 011563 石崎 弥佳 大阪市北区芝田 0800-700-1187 m-ishisaki@hanamatsu.co.jp

花のあとりえ　クランツ 020014 山西 恵子 大阪市天王寺区堀越町 06-6779-0687 school@flower-cranz.com

メティエフローラルアートスクール 03162 中村 俊子 吹田市豊津町 06-6871-1201 shunei@max.hi-ho.ne.jp

にしいたかこ花の教室 02194 にしい たかこ 高槻市高槻町 072-681-8789 school@f-hanasyou.com

Bell Flower 花教室 014584 三谷 清美 高槻市富田町 072-693-0579 mitanikiyomi247@gmail.com

ＨＩＳＡＴＵＮＥ　フラワーデザインスクール 017560 久恒 和子 高槻市萩谷月見台 072-699-0045 kazu1025hisatsune@gmail.com

サンフラワースクール 010709 塩見 和美 枚方市香里園山之手町 072-833-7330 sun-ks@nike.eonet.ne.jp

兵庫県 花姉妹　ラ・フルール　ラ・スーフ 013169 田中 元子 神戸市中央区三宮町 090-7112-3125 hanashimai1996@gmail.com

岩橋康子フラワーデザインスクール 02503 岩橋 康子 伊丹市西台 072-771-0301 yasuko-itam@shirt.ocn.ne.jp

原万里子フラワーデザインスクール 03699 原 万里子 宝塚市仁川北 0798-54-0666 info@hanamari.net

FLOWER OFFICE　ミル・フルール 033267 本窪田 さなえ たつの市龍野町富永 0791-63-4823 sanae.motokubota@docomo.ne.jp

フラワーデザイン教室 Ｉ．Ｃ．Ｐ． 030181 増田 照美 姫路市町坪 0792-98-1100 terumimasuda07@gmail.com

岡山県 岡山フラワーデザインスクール 03942 菊池 敬子 岡山市北区田町 086-227-1187 kikuchi@fs-cattleya.jp

すみれフローラルアート 029415 中田 佐公 倉敷市阿知 086-422-0888 flower@sumire-hanaten.co.jp

広島県 みやさこフラワースクール 06112 みやさこ 峰子 東広島市八本松東 082-437-3835 houjyuen@nifty.com

香川県 ブーケのみよし　フラワースクール 016558 岩部 和子 高松市十川東町 087-848-2280 kazuko-buke.m@docomo.ne.jp

愛媛県 愛媛フラワーデザインスクール 07803 竹村 コヨシ 松山市西垣生町 089-973-8064 ty3649@lib.e-catv.ne.jp

花空間アトリエＲｙｏ 018604 野首 良 松山市東石井 089-956-1274 fdesign@atelier-ryo.com

MIKA Flower School 041848 二神 光香 伊予郡松前町昌農内 089-924-6116 mikawo0224@i.softbank.jp

高知県 花工房四季フラワーデザインスクール 046823 安岡 眞子 高知市小倉町 088-878-1878 stundenblume@ezweb.ne.jp

徳島県 東京ＦＤ研究会米川慶子フラワーデザインスクール 02272 米川 慶子 徳島市西大工町 088-653-6012 info@flower-k.co.jp

福岡県 福岡フラワーデザインSchool 015201 副島 正英 福岡市中央区舞鶴 092-714-7365 soe8787masa@kfz.biglobe.ne.jp

舞フラワーデザイン教室 09098 熊﨑 容子 福岡市東区舞松原 090-1085-7424 spaw3kc9@coast.ocn.ne.jp

水落郁子 フラワーデザインスクール 017137 水落 郁子 久留米市小森野町 0942-48-0668 mizuochi_fleur1996@yahoo.co.jp

佐賀県 笠フラワーデザインスクール 04467 笠 みき 佐賀市水ヶ江 090-7456-3395 5ic8he@bma.biglobe.ne.jp

熊本県 くまもとたえこフラワーデザイン教室 05819 隈本 妙子 熊本市中央区渡鹿 096-363-0576 taeko-pepe-1.10@docomo.ne.jp

花デザインスタジオ　フルール 014598 山本 さち子 熊本市中央区下通 096-355-8741 fleur3558741@yahoo.co.jp

大分県 野田麗花園Ｊフローラルアート 05805 野田 淳一 大分市上白木 097-533-5886 info@j-floral.com

宮崎県 ハナショーフラワーデザインアカデミー 03161 矢野 正和 都城市祝吉 0986-25-8741 f-hanasyo@cocoa.ocn.ne.jp

鹿児島県 福岡フラワーデザイン鹿児島スクール 06737 的場 ゆかり 鹿児島市東千石町 099-227-2487 yukari.decco@gmail.com

沖縄県 デザインルーム・花結び 06590 翁長 悦子 島尻郡南風原町兼城 098-889-1384 hanamusubi520@outlook.com


