
【北会場】出展事業者一覧

ブース
No.

法人名 就業先 施設種別
就業先
最寄り駅

その他の事業所
所在地

正職員
常勤

（正職員
以外）

非常勤
無資格者
相談可

豊川保育園 認可 王子
桜田保育園 認可 王子神谷
としま みつばち保育園 認可 王子神谷

王子本町保育園 認可 十条 他
日暮里保育園 認可 日暮里 他

ポピンズナーサリースクール田端　 認可 田端
ポピンズナーサリースクール亀戸　 認可 亀戸
ポピンズナーサリースクール蔵前　 認可 蔵前
ポピンズナーサリースクール中葛西　 認可 葛西
ポピンズナーサリースクールすみだ　 認証 錦糸町

康保会保育園 認可 三ノ輪　他
康保会乳児保育所 認可 三ノ輪　他
東上野乳児保育園 認可 上野
ベベ・ア・パリ保育園東十条 小規模 東十条
ベベ・ア・パリ保育園東上野 小規模 上野
ベベ・ア・パリ保育園未来 小規模 御徒町

AIAI NURSERY 高野 認可 高野
AIAI NURSERY 綾瀬六丁目 認可 青井
AIAI NURSERY 西日暮里一丁目 認可 新三河島
AIAI NURSERY 入谷 認可 入谷
AIAI NURSERY 浅草 認可 浅草

15 AIAI Child Care株式会社
千代田区 中央区 港区 文京区 墨田区 品川区
目黒区 大田区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
荒川区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区

○ ○

14 ル・アンジェ株式会社 ル・アンジェ両国保育園 小規模 両国 ○

13 株式会社fesパートナーズ 千代田区 世田谷区 ○ ○

12 社会福祉法人康保会 ○ ○

11 特定非営利活動法人子育て台東 ことぶきこども園 こども園 田原町　他 ○

○

10 株式会社ポピンズエデュケア

千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区
江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 杉並
区 豊島区 北区 板橋区 練馬区 江戸川区 八王子市
立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 日野
市 西東京市

○ ○ ○

9 株式会社学研ココファン・ナーサリー　　 Gakkenほいくえん 田端 認可 田端
品川区 大田区 世田谷区 杉並区 三鷹市 小金
井市

○

8 株式会社チャイルド・スマイル ちいはぐ・十条 小規模 十条 ○

7 社会福祉法人ゆうゆう ○

○

6 株式会社さくらいふ 浮間さくら保育園 小規模 浮間舟渡 ○

5 社会福祉法人豊川保育園 東久留米市 ○ ○

○

○ ○

4 社会福祉法人あおば会 あおば保育園西が丘 認可 十条

3 社会福祉法人三愛福祉会 志茂保育園 認可 志茂

○

○ ○

2 社会福祉法人茂原高師保育園 北区立赤羽台保育園 認可 赤羽

1 聖母の騎士保育園 聖母の騎士保育園 認可 東十条　他



【北会場】出展事業者一覧

ブース
No.

法人名 就業先 施設種別
就業先
最寄り駅

その他の事業所
所在地

正職員
常勤

（正職員
以外）

非常勤
無資格者
相談可

そらまめ保育園すみだ横川 認可  本所吾妻橋　他 
そらまめ保育園お花茶屋駅前 認可 お花茶屋
もりのなかま保育園 亀戸園 小規模  亀戸
もりのなかま保育園 北砂園 小規模 大島
もりのなかま保育園 東砂園 小規模 南砂町
もりのなかま保育園 東砂ひよこ園　 企業主導 南砂町
あい保育園王子 認可 王子
あい保育園千住大橋 認可 千住大橋
あい保育園豊洲 認可 豊洲
ナーサリールーム ベリーベアー深川冬木　 認可 門前仲町
ナーサリールーム ベリーベアー東雲　 認可 東雲
ナーサリールーム ベリーベアー東雲Annex　 認証 東雲
ナーサリールーム ベリーベアー西葛西　 認証 西葛西
ナーサリールームベリーベアー亀戸　 認証 亀戸
（仮称）宮前保育園 認可 宮ノ前
にじの森保育園 認可 南千住　他
にじの樹保育園 認可 南千住　他
竹の塚北保育園 認可 竹ノ塚
ゆめの森保育園 認可 森下
ワタナベ学園 こども園 町屋
みるく保育園 認証  東尾久三丁目 

木下の保育園　五反野 小規模 五反野
下の保育園　青砥 認可 青砥
木下の保育園　青砥第2 認可 青砥
木下の保育園　富岡 認可 門前仲町

○29 認定こども園金町幼稚園 認定こども園　金町幼稚園 こども園 金町 ○ ○

28 株式会社木下の保育
文京区 目黒区 大田区 世田谷区 板橋区 練馬
区 調布市 狛江市

○ ○

渋谷区 杉並区 豊島区 ○ ○

○ ○ ○ ○

27 社会福祉法人フィロス ゆめの樹保育園しんこいわ 認可 新小岩

26 社会福祉法人水の会 島根いちい保育園 認可 西新井 世田谷区

○ ○

○ ○ ○

25 社会福祉法人敬仁会 あやせババール園 認可 綾瀬

○

24 社会福祉法人清仁会 隅田学園 認可 亀有

○

23 社会福祉法人ドン・ボスコ保育園 ドン・ボスコ保育園 認可 三河島　他 ○

○

22 Animo Plus株式会社 花さと保育園 認証 日暮里 目黒区 豊島区 ○

21 学校法人柏こばと学園 ○ ○

○

20 社会福祉法人三樹会 ○ ○ ○ ○

19 株式会社ネス・コーポレーション ○ ○

18 株式会社アイグラン
千代田区 中央区 港区 新宿区 目黒区 大田区
杉並区 練馬区

○ ○ ○

17 株式会社Lateral Kids 杉並区 ○

16 株式会社ブルーム ○ ○ ○ ○
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うぃず東十条保育園 認可 東十条
うぃず滝野川保育園 認可 板橋
うぃず東日暮里保育園 認可  日暮里　他 
うぃず千住大橋駅前保育園 認可 千住大橋
うぃず堀切菖蒲園駅前保育園 認可  堀切菖蒲園 
マリヤ保育園 認可 船堀
南砂第二保育園 認可 東陽町
花と鳥保育園 認可 西大島　他
かがやき保育園 認可 東大島
船堀中央保育園 認可 船堀
台東区立たいとうこども園 こども園 入谷
亀戸こころ保育園 認可 平井
すみだ川のほとりに笑顔咲くほいくえん　 認可 森下　他
扇こころ保育園 認可 扇大橋
葛西いろどり保育園 認可 葛西
ベイビーピース 小規模 船堀
みどりの郷保育園 認可 瑞江
オウトピア保育園 認可 両国　他34 社会福祉法人江戸川豊生会 ○

33 株式会社K＆N ○ ○

32 社会福祉法人東京児童協会
千代田区 中央区 新宿区 文京区 台東区 墨田
区 江東区 品川区 目黒区 世田谷区 中野区 足
立区 江戸川区

○ ○

31 社会福祉法人わかみや福祉会 ○ ○ ○

30 株式会社WITH
中央区 新宿区 文京区 墨田区 江東区 杉並区
豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛
飾区 武蔵野市 調布市 小金井市

○ ○
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