
松戸市内の福祉ショップ 
※自主生産品をお買い求めの際は、各施設へ直接お問合せください 

※市外局番は「０４７」です 

施設名 

（施設の種類） 

所在地 

連絡先 
主な自主生産品 

1 
喜 E

き ら

AAE楽家 E

く の い え

 

（生活介護） 

〒271-0051  

馬橋 2986 

TEL344-9951 

・カレンダー800 円 

・さきおり製品 200 円～ 

・名刺 100 枚 900 円～ 

 

2 
いぶきの広場 

（生活介護） 

〒270-2211  

五香 5-10-4 

TEL389-1010 

・ふきん 200 円 

・せっけん 200 円～ 

・さをりバッグ 1,000 円 

・バスマット 400 円 

・雑巾 2 枚組 100 円 

・手作り葉書  
3 

第２いぶきの広場 

（生活介護） 

〒270-0003  

東平賀 651 

TEL341-1167 

4 
わかば園 

（生活介護） 

〒270-2251 

金ケ作 276-25 

TEL384-0165 

・手芸品 200 円～ 

・陶芸品 200 円～ 

 

5 
第二わかば園 

（生活介護） 

〒270-2213 

五香 5-10-1 

TEL386-7721 

・縫製品 100 円～ 

・絵葉書・しおり 20 円 

・野菜 100 円～ 

 

6 
小金わかば苑 

（生活介護） 

〒270-0003 

東平賀 655-2 

TEL330-5511 

・刺し子布巾 200 円 

・ステンシル布巾 200 円 

・陶芸品 100～450 円 

・季節の草花、旬野菜 

80～200 円 

・多肉植物 300～500 円  



7 

ワーク・ライフまつさと 

（生活介護・ 

就労継続 B 型） 

〒270-2251 

金ケ作 276-29 

TEL385-1774 

・手焼き松里煎餅 

120 円～ 

・刺し子ふきん 200 円 

・乾燥野菜 100 円～ 

 

8 
ここらぼ まつさと 

（就労継続 B 型） 

〒270-2213 

五香 5-10-3 

TEL383-0847 

・あられ 120 円～ 

・ＥＭボカシⅠ型 100 円 

・ＥＭボカシⅡ型 250 円 

 

9 
まつぼっくり 

（生活介護） 

〒270-2204 

六実 1-64 

TEL389-4172 

パン＆カフェマロンカフェ 

→ 

（ 柏 市 し い の 木 台

5-32-6） 

 

10 
かりん 

（生活介護） 

〒270-2267 

牧の原 2－48 

TEL386-2096 

・各種パン 100 円～ 

・せんべい 100 円～ 

・焼菓子 120 円～ 

 

11 
あゆーる 

（生活介護） 

〒270-2214  

松飛台 286-9 

TEL375-8738 

業務用リサイクルウエス 

・タオルウエス 

5ｋｇ/1 箱 1,500 円 

・メリヤスウエス 

5ｋｇ/1 箱 1,500 円 

・混合ウエス 

5ｋｇ/1 箱 1,500 円 
 

12 
だっくす 

（生活介護） 

〒270-2216 

串崎新田 213-4 

TEL311-7676 

和小物、ビーズ製品など 

 



13 
あるば 

（就労継続 B 型） 

〒271-0092 

松戸 1879-24 ほくとビル 

TEL703-1236 

・手芸品 100 円～ 

 
14 

ほくと 

（地活Ⅲ型） 

〒271-0077 

根本 79 谷口ビル 1F 

TEL711-8835 

15 

ワークジョイ 

まつどセンター 

（生活介護・ 

就労継続 B 型） 

〒270-2251 

金ヶ作 277-4 

TEL383-1711 

・竹紙 200 円～ 

・縫製品 100 円～  

・アイロンビーズ製品 

50 円～ 

・刺し子ふきん 400 円～   

 

・パン各種 90 円～              

・焼菓子 150 円～         

『ジョイベーカリーなご

み』で販売 

（松戸市根本 393-57） 

 

 

 

16 
とうふ工房豆のちから 

（就労継続 B 型） 

〒271-0074 

緑ヶ丘 2-349 

TEL369-2715 

・豆腐 150 円～ 

・豆乳プリン 150 円 

・おからドーナツ 90 円 

 

17 

ぱれっと（とうふ工房豆のち

からの従たる事業所） 

（就労継続 B 型） 

〒271-0048 

西馬橋広手町 13 

TEL374-6695 

●企業からの受注作業

のみ 
― 

18 
ふれあいサロンさくら 

（就労継続 B 型） 

〒270-2266 

常盤平西窪町 5-10 

TEL387-1525 

・パン 

（調理パン、菓子パン） 

 

19 
ビオラ工房 

（地活Ⅲ型） 

〒271-0092 

松戸 1485 

ﾒｿﾞﾝ･ﾄｰｶﾝ 1･2F 

TEL331-6018 

・クッキー100 円～ 

・パウンドケーキ 400 円 

・マドレーヌ 100 円 

・ぞうきん 100 円 

・刺し子ふきん 250 円～ 
 

20 
みのり会作業所 

（地活Ⅲ型） 

〒271-0087 

三矢小台 2-13-14 

TEL367-6860 

●企業からの受注作業

のみ 
― 



21 
グリーンハウス 

（地活Ⅲ型） 

〒270-2231 

稔台 7-2-17 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊｲﾂ 207 

TEL368-3345 

・ふきん 250 円 

・ティッシュケース 450 円 

 

22 
オレンジハウス 

（地活Ⅲ型） 

〒270-0034 

新松戸 7-214-105 

TEL711-8459 

・お地蔵さん   300 円 

・福島つながろうふくろう 

           300 円 

・眼鏡ケース   300 円 

・アクセサリーポケット 

           200 円 

・ティッシュカバー500 円 
 

23 
ふれんず 

（生活介護） 

〒270-0021 

小金原 5-24-4 

TEL343-0981 

・マドレーヌ 150 円 

・クッキー150 円 

・刺し子ふきん 300 円 

 

 

24 
さくら工房 

（地活Ⅲ型） 

〒270-2232 

和名ケ谷 1313-16 

TEL392-6861 

さくら饅頭 60 円 

 

25 
ひまわり 

（地活Ⅲ型） 

〒270-0025 

中和倉 564-5 

TEL347-1532 

●企業からの受注作業

のみ 
― 

26 
あじょうだ 

（地活Ⅲ型） 

〒271-0077 

根本 141-4 

フローラル松戸 402 

TEL367-0800 

・手工芸品150～1,000 円 

・名刺    620 円～ 

・名入れ封筒（封筒込） 

9 円～ 

・はがき印刷（はがき込） 

67 円～ 

・社員証作成（写真込） 

400 円～ 

― 

27 
あしびな～ 

（地活Ⅲ型） 

〒270-2241 

松戸新田 464-8 

ﾒｿﾞﾝﾗﾌｨｰﾈ 1 階 

TEL366-5381 

・和紙トレー 

・刺子布巾 

・フエルト小物 

・その他季節の 

オリジナルクラフト 

 



28 
アートボックス 

（地活Ⅲ型） 

〒270-2261 

常盤平 5-25-9 

TEL388-7569 

・刺し子製品 

 ふきん 200 円 

 ポーチ 800 円 

・足ふきマット 300 円～ 

 

29 
コスモス 

（地活Ⅲ型） 

〒270-2267 

牧の原 2-39-5 

TEL 386-0089 

・松笠オブジェ 130 円 

・しぼり染ふきん 

200 円～ 

・梅干 200 円 

・野菜 100 円～ 
 

30 
ウィング 

（地活Ⅲ型） 

〒271-0071 

竹ヶ花西町 306-1 

TEL331-5024 

●企業からの受注作業

のみ 
― 

31 
てりふり 

（地活Ⅲ型） 

〒270-2267 

牧の原 

2-5-1-21-106 

TEL384-3699 

●企業からの受注作業

のみ 

●リサイクルショップをオ

ープンしています 

― 

32 
バクの家 

（地活Ⅲ型） 

〒270-2267 

牧の原 2-71 

TEL386-7608 

●企業からの受注作業

のみ 
― 

33 
そよかぜ工房 

（地活Ⅲ型） 

〒270-2253 

日暮 1-10-7 

TEL383-1630 

・シュシュ 100 円 

・リボン(ヘアアクセサリ

ー) 100 円 

・ミニブーケ 500 円 

 

34 
TERRA（テララ） 

（就労継続 B 型） 

〒270-0034 

新松戸 2-120 

新松戸ステーションホテ

ル 1F 

TEL711-7935 

レストラン TERRA の営

業 

営業時間 11 時 30 分～

17 時 

※土曜日を除く 

― 

35 
ハピネス新松戸 

（地活Ⅰ型） 

〒270-0034 

新松戸 4-65-1-201 

TEL710-9955 

・名刺 

・年賀葉書 

・一筆箋等 

 



36 
aigamo 松戸オフィス 

（就労継続 A 型） 

〒270-0017 

幸谷 460-14 

新松戸テナントビル 2 階 

TEL710-0910 

非常用 LED ライト  

918 円 

 

37 

多機能型事業所みらいネク

スト 

（生活介護） 

〒270-2241 

松戸新田 57 番地 12 

TEL 368-6730 

オリジナルマグネット 

農作物 

他、受注作業 

― 

38 
ワークスタジオ松戸 

（就労継続 A 型） 

〒270-0034 

松戸市新松戸 3-91-201 

TEL 701-7798 

・多肉植物 500 円～ 

・猫ちぐら 3,000 円～ 
― 

39 

さくらんぼ 

（松戸市障害者団体 

連絡協議会による運営） 

〒270-2218 

五香 3-7-1 ふれあい 22 

1F 

TEL383-5551 

レストランさくらんぼの営

業 

営業時間 

平日 11 時～15 時 30 分 

― 

40 
おおはし園 

（生活介護） 

〒270-2224 

大橋字南台畑 662 番地

の 4 

TEL712-0084 

・刺し子の布巾 200 円 

・刺し子の雑巾 50 円 

・紙すきの名刺 

2,000 円（100 枚） 

 

 
平成 30年 9月現在 

 


