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商品名：布巾 シュシュ テッシュケース他 

価格：布巾【２００円】シュシュ【１５０円】 

テッシュケース【１５０円】 

ポイント：オリジナルのハンコがデザインされ

た布巾は掃除にお出かけに用途は色々。 

事業所名：巣立ち工房 

           
商品名：裂き織りポーチ他 

価格：裂き織りポーチ【８００円】羊毛フェル

トストラップ・マグネット【２００円～】 

ポイント：寄付していただいた着物で作られた裂

き織り商品は季節を問わずご利用いただけます。 

事業所名：はあと・ふる・えりあ 

            
商品名：羊毛フェルトヘアピン 

価格：羊毛フェルトヘアピン【２００円】 

ポイント：ニードルを使ってチクチクと、ひと

針ひと針ていねいに作り上げました。ワンポイ

ントにいかがですか？ 

事業所名：三鷹市北野ハピネスセンター 

           
商品名：フクロウの置物 ピンブローチ他 

価格：フクロウの置物【８００円～】  

ポイント：ブローチやおうち、フクロウ。捨て

るはずの木からいろんな楽しみ方とぬくもり

を感じさせてくれる商品です。 

事業所名：リビングハウスマム 

雑貨 



                     
               

           
商品名：紙ビーズブレスレット ビーズリング他 

価格：紙ビーズブレスレット【１５０円～】ビーズ
ネックレス【７００円】ビーズリング【３５０円～】 

ポイント：広告紙を丸めて絵の具でコーティン

グして作ったビーズはデザインに一工夫のあ

る商品です。 

事業所名：巣立ち風 

            
商品名：ブローチ、ピアス、イヤリング 

価格：ブローチ【８００円～】ピアス【７００

円～】イヤリング【８００円～】 

ポイント：ひとつひとつが手書きの世界にひと

つだけのブローチです。着物にも合うデザイン

です。※店頭に無くなり次第販売終了 

事業所名：新川センターきらり 

           
商品名：アートトートバッグ 

価格：M【１,０００円】、L【１,２００円】 

ポイント：イラストをプリントして、シンプル

なエコバッグに仕上げました。表情豊かな動物

や人物たちが描かれています。 

事業所名：なかよし会すきっぷ 

           
商品名：ポーチ ペンケース ランチョンマット 

価格：ポーチ【８００円】ペンケース【１, 

０００円】ランチョンマット【１,０００円】 

ポイント：さをり織りの色鮮やかで個性的な商

品が多数揃います。 

事業所名：未来工房にじ 

雑貨 



                      
            

           
商品名：刺繍入りタオルハンカチ 

価格：タオルハンカチ【各６００円】※ネー

ムやロゴなど注文に応じて刺繡いたします。 

ポイント：厚手の肌触りの良い生地を使って

いるので、プレゼントにもお勧めです。 

事業所名：ワークセンターゆめ 

            
商品名：天然石オリジナルリング ピアス他 

価格：天然石オリジナルリング【９００円】ピ

アス【１,２００円】 

ポイント：リングはそれぞれ異なった天然石を

組み合わせて作られたオンリーワン商品です。 

事業所名：ぽけっと工房 

           
商品名：藍染・草木染めエコバッグ 

価格：藍染・草木染めエコバッグ【６００円～】 

ポイント：ひとつひとつ丁寧に染められ、そ

れぞれ違った表情を見せてくれる一点物の商

品です。 

事業所名：むうぷ舎新川 

           
商品名：ポストカード 

価格：ポストカード【１２０円】 

ポイント：季節のイラストやユニークなキャ

ラクターの絵ハガキは多数の種類を取り揃え

ています。 

事業所：みたか街かど自立センター 

雑貨 



                                              
              

           
商品名：ラウンドボックス 

価格：ラウンドボックス【４００円～】 

ポイント：お裁縫箱がわりに、お菓子や小物

を入れて贈り物にと用途いろいろの華やか

なボックスです。 

事業所名：連雀センターらしく 

           
商品名：手ぬぐい ブックカバー レターセット他 

価格：手ぬぐい【９００円】ブックカバー【７

００円】レターセット【５００円】 

ポイント：楽しいイラストで彩られた商品は

配色が優しく女性に人気です。 

事業所名：アクティビティセンターはばたけ 

雑貨 



           

                                             
商品名：季節のジャム スコーン他 

価格：季節のジャム【６００円～】びわの葉茶【２

５０円】梅干し【６００円】スコーン【２００円】 

ポイント：季節ごとに地域で採れた果物を使っ

た、無添加で体にやさしいジャムです。 

事業所名：ぽけっと工房 

           
商品名：星のかけら ローズマリーソルト 

価格：星のかけら【３００円】ローズマリー

ソルト【２５０円】 

ポイント：サクサクとした食感で見ためも楽し

める星のかけらは上品な甘さに仕上がったか

わいい和菓子です。 

事業所名：食茶房むうぷ 

           
商品名：おからクッキー(小) おから茶他 

価格：おからクッキー(小)【１００円】おから

茶【１５０円】おからパウダー【１５０円】 

ポイント：おからをもとに作られた様々な商

品を取り揃えています。 

事業所名 未来工房にじ 

 

商品名：生うどん麺 

価格：生うどん麺(2食入り)【３１０円】 

ポイント：心を込めて打った自家製麺。こし

のある本格讃岐うどんがご自宅で味わえま

す。 

事業所名：工房 時 

食品 



                     
                  

           
商品名：ネコのクッキー ごまクッキー他 

価格：ネコのクッキー【２６０円】ごまクッキ

ー【２７０円】 

ポイント：ネコの形に型取られたクッキーはお

子様にも大人気。食べるのがもったいなくなる

ような可愛いクッキーです。 

事業所名：はあと・ふる・えりあ 

           
商品名：各種ジャム 

価格：ジャム【４５０円】 

 

ポイント：神奈川県相模原市にある風のすみ

か農場で採れた作物で作った安心安全で優し

い味わいのジャムです。 

事業所名：風のすみか 

      
商品名：太宰人形焼  

仕様／価格：ブック型化粧箱入り（人形焼 6

個入り／粒あん）【８００円】 

ポイント：三鷹のお土産 TAKA-1 太宰のロ

ゴがそのまま人形焼になりました。モチモチ

とした食感の生地に粒あんが入っています。 

事業所名：連雀センターらしく 

      
商品名：太宰ロゴ入りクッキー他 

価格：太宰ロゴ入りクッキー(大)１８枚入り

【１,１００円】 (小)９枚入り【５５０円】 

ポイント：太宰のロゴをあしらった化粧箱入

りのクッキーは贈答用にぴったり。桜桃、コ

コア、紅茶の 3種類のお味が楽しめます。 

事業所名：むうぷ舎中原 

食品 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
商品名：カップケーキ 各種クッキー  

価格：絞りだしクッキー【１５０円】カップ

ケーキ【１３０円～】 

ポイント：絞りだしクッキーの軽やかな食感

がそれぞれのフレーバーを引き立てます。ラ

インナップも豊富に取り揃えています。 

事業所名：三鷹ひまわり第三共同作業所 

           
商品名：パウンドケーキ フィナンシェ他 

価格：パウンドケーキ【１４０円～】フィナ

ンシェ【１８０円】クッキー【１８０円～】 

ポイント：よつ葉バターを使用したこだわりの

焼菓子は甘さ控えめのやさしいお味に仕上が

っています。 

事業所名：工房 時 

食品 



お弁当やパンはテイクアウトの他 
店内カフェスペースでも 
お召し上がりいただけます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
商品名：自然食弁当 

仕様／価格：おかず 3 品がついた玄米弁当。

日替わりで毎日 2種類【５５０円】 

ポイント：もちもち玄米が美味しいと評判の、

カラダににやさしい素材と調味料を使ったお

弁当です。 

事業所名：食茶房むうぷ 

           
商品名：各種パン ※水曜限定 

価格：食パン、菓子パン、サンドイッチ、総

菜パン【１４０円～】 

ポイント：多彩なラインナップの手作りパンで

す。ぎっしり詰まった具が嬉しい菓子パンや、

季節の総菜パン、新商品も次々登場します。 

事業所名：はあと・ふる・えりあ 

          
商品名：各種パン ※木曜限定 

価格：食パン、菓子パン、総菜パン【１５０

円～】 

ポイント：すべて無添加の安心安全な天然酵母

の手作りパンです。毎週木曜日は焼き立ての

パンが並びます。 

事業所名：風のすみか 

お食事 



事業所一覧 
  事業所名 連絡先 取扱商品 

１ 
社会福祉法人睦月会 

三鷹市北野ハピネスセンター 

三鷹市北野 1-9-29 

0422-48-6331 

羊毛フェルトグッズ 

（ヘアゴム、ヘアピン） 

2 
社会福祉法人巣立ち会  

巣立ち工房 

三鷹市下連雀４-17-6 

ミタカサンライズマンション 102 

0422-24-7739 

益子焼（各種食器）※制作終了 

布巾（ステンシル）布小物 アクセサリー 

3 
社会福祉法人巣立ち会  

巣立ち風 

三鷹市野崎 2-6-42 

0422-34-2761 
アクセサリー 手作りマスク  

4 
NPO法人なかよし会  

すきっぷ 

三鷹市牟礼 3-8-19 

050-1558-1184 

イラストエコバッグ  

紙すき和紙 

5 みたか街かど自立センター 
三鷹市上連雀 4-1-8 

0422-48-0648 
ポストカード 

6 
社会福祉法人むうぷ  

むうぷ舎中原 

三鷹市牟礼 7-5-14-１F 

0422-49-3583 

太宰ロゴ入りクッキー カップケーキ 

いろいろクッキー 

7 
社会福祉法人むうぷ  

むうぷ舎新川 

三鷹市新川 4-9-5 

0422-44-7507 

藍染・草木染商品 

※制作終了 

8 
社会福祉法人むうぷ  

食茶房むうぷ 

三鷹市新川 6-9-23 

0422-43-4600 

自然食弁当、ローズマリーソルト 

星のかけら(和菓子) 

9 
社会福祉法人三鷹ひまわり会 

三鷹ひまわり第三共同作業所 

三鷹市下連雀 3-11-8 

0422-72-0231 

各種焼き菓子 

（クッキー、カップケーキ） 

10 

 

社会福祉法人おおぞら会  

アクティビティセンターはばたけ 

 

三鷹市野崎 3-17-9 

0422-32－3234 

手すき和紙 

（はがき、一筆箋、ミニカード、ぽち袋） 

手すき和紙のコロコロブローチ、ヘアゴム 

手織りグッズ、カレンダー 

11 
社会福祉法人おおぞら会  

工房 時 

三鷹市野崎 2－6－41 

0422-30-5571 

各種焼き菓子（クッキー、フナンシェ、パ

ウンドケーキ等）、手打ちうどん 

12 
社会福祉法人にじの会 

ワークショップハーモニー 

三鷹市大沢 1-1-43 

0422-26-8620 

各種パン、豆富、スモークソーセージ等 

※星と風のカフェでは取扱商品なし 

13 
社会福祉法人にじの会 

未来工房にじ 

三鷹市大沢 1-6-3 

0422-39-2411 

各種手織り製品 マフィンラスク 

おからクッキー おからパウダー 

おから茶  

14 
NPO法人 SUN 

リビングハウスマム 

三鷹市上連雀 2-18-16  

グリーンサイド 1階 

0422-41-8758 

手すき和紙製品 木工雑貨 廃油石鹸 

陶器のブローチ 布小物  

15 
社会福祉法人新の会 

はあと・ふる・えりあ 

調布市小島町 1-22-7 

042-490-8625 

パン 焼菓子 羊毛フェルトグッズ 

アクリルフェルトスポンジ さき織製品 

手作りマスク 

16 
文化学習共同ネットワーク 

コミュニティベーカリー風のすみか 

三鷹市下連雀 1-14-3 

0422-49-0466 
パン ジャム ラスク 



 事業所名 連絡先 取扱商品 

17 
NPO法人三鷹はなの会 

連雀センターらしく 

三鷹市下連雀 1-8-22 

下連雀 HYビル 

0422-24-0533 

太宰人形焼 ラウンドボックス つり雛 

18 
社会福祉法人はなゆめ 

ワークセンターゆめ 

三鷹市下連雀 4-15-18 

0422-48-8843 

太宰刺繍タオルハンカチ 

刺繍入りタオルハンカチ 

19 
社会福祉法人はなゆめ 

ワークセンタータートルステップ 

三鷹市下連雀 3-8-13 

0422-41-2180 
※取扱商品なし 

20 
社会福祉法人はなゆめ 

新川センターきらり 

三鷹市新川 3-10-8 

0422-41-5959 

アクセサリー ナイロンたわし 

※制作終了 

21 
NPO法人ぽけっとの会 

ぽけっと工房 

三鷹市牟礼 1-18-13 

ハイツ白樺 3号棟 1階 

0422-26-7123 

季節のジャム ビワの葉茶 梅干し 

焼菓子 ジュエリー 手作りマスク  

 

 【ぴゅあネット事業】運営委託事業所 

NPO法人三鷹はなの会   

本部事務局 〒181-0013三鷹市下連雀 1-8-22 HYビル 3F    ☎0422-24-8408 

 



 

 

 

■営業時間：11：30～18：00 

■定休日：日・月・祝日 

■客席数：10席 

 

〒181-0013 

東京都三鷹市下連雀 3-8-13 

※三鷹駅南口より徒歩 7分 さくら通り沿い 

 黄色い大きな星が目印です 

 

TEL/FAX：０４２２-４４-２２５５ 

Email：hoshi-cafe@hanano.kai.jp 

HP : https://hanano-kai.jp/hoshi-cafe/ 

 

ぴゅあネット事業 

（三鷹市障がい者施設等自主製品開発・販売ネットワーク事業） 

ぴゅあネット事業では、アンテナショップ「星と風のカフェ」を

運営し、三鷹市内及びその近隣市に所在する障がい者施設等で作

られた自主製品の販売を行っています。 

市内の障がい者施設がネットワークを組み、施設で働く障がい者

の工賃アップや勤労意欲の向上を目的として、自主製品の開発・

販売と普及に取り組んでいます。 

mailto:hoshi-cafe@hanano.kai.jp

