
【武蔵野会場】出展事業者一覧
ブース
No.

法人名 就業先 施設種別 所在地 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

掲載頁

カルガモ保育室 小規模 武蔵野市 武蔵境／東小金井

カルガモ第2保育室 小規模 武蔵野市 武蔵境／東小金井

ぴかぴか保育園 小規模 三鷹市 三鷹
ぴかぴか保育園吉祥寺 企業主導型 武蔵野市 西荻窪
ぴかぴか保育園みたか駅 企業主導型 三鷹市 三鷹
ビーフェアこども愛々保育園三鷹 認証 三鷹市 三鷹
ビーフェア北野けやきの里 認可 三鷹市 仙川
ビーフェアしょこら保育園 小規模 西東京市 田無
ビーフェアひばりが丘南口保育園 認証 西東京市 ひばりが丘
ビーフェアこども愛々保育園向台 認証 西東京市 武蔵境

よろず保育園 認可 八王子市 八王子
つくし保育園 認可 八王子市 京王八王子

むさしの保育園 認可 昭島市 中神
福島保育園 認可 昭島市 東中神
多摩保育園 認可 昭島市 西立川／東中神
中神保育園 認可 昭島市 中神
幼保連携型認定こども園　イコロ昭和の森 こども園 昭島市 昭島／西武立川
幼保連携型認定こども園　ミナパもくせいのもり

   ※令和5年4月開園

1 社会福祉法人信正会 目黒区 中野区 足立区 調布市 ○

3 株式会社ニチイ学館
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 江東区
大田区 世田谷区 渋谷区 豊島区 足立区 葛飾区
青梅市 東村山市

○

認可

認可2 特定非営利活動法人保育サービスひまわりママ ○

○ ○

○

○

4 社会福祉法人精華子ども会 ○ ○三鷹

5 日本赤十字社 ○ ○○武蔵野市 三鷹／吉祥寺

6 株式会社カルガモ保育室 ○ ○

7 株式会社コスモズ 三鷹市 府中市 小金井市 小平市 ○認可 武蔵野市

8 特定非営利活動法人チャイルドホーム ○

9 特定非営利活動法人ワーカーズどんぐり ○○どんぐり保育室

10 株式会社CozyVillage ○ ○

16 社会福祉法人多磨育成会 ○ ○

11 ビーフェア株式会社
台東区 江東区 目黒区 世田谷区 杉並区
板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 三鷹市
西東京市

○ ○

12 株式会社ケア２１ 港区 台東区 墨田区 大田区 ○ ○うれしい保育園三鷹中原 認可

13 社会福祉法人東京都福祉事業協会 ○

14 社会福祉法人月峰会 ○ ○

15 株式会社ビック・ママ ○ビックママランド若葉ケヤキモール園 小規模

17 社会福祉法人多摩育児会 ○ ○

こども園 昭島市

○

東中神

武蔵野もみじの森保育園

ひまわり保育園

ニチイキッズ武蔵野やはた保育園

精華第二保育園

武蔵野赤十字保育園

武蔵境コスモ保育園

チャイルドホーム武蔵境

認可

認可

認可

武蔵野市 三鷹

武蔵野市 武蔵境

武蔵野市 三鷹

武蔵野市

武蔵境

小規模 武蔵野市 武蔵境

小規模 武蔵野市 武蔵境

三鷹市 仙川

八王子隣保館保育園 認可 八王子市 西八王子

立川市 東大和市／立川
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あゆみの森保育園 認可 小平市 花小金井
すこやかな森保育園 認可 小平市 花小金井
しあわせの森保育園 認可 小平市 花小金井
うれしい森保育園 認可 小平市 花小金井
たのしい森保育園 認可 小平市 鷹の台
にじいろ保育園三鷹新川 認可 三鷹市 三鷹
にじいろ保育園三鷹牟礼 認可 三鷹市 三鷹台
にじいろ保育園三鷹下連雀 認可 三鷹市 三鷹
にじいろ保育園上水本町 認可 小平市 一橋学園
にじいろ保育園武蔵小金井 認証 小金井市 武蔵小金井

至誠第二保育園 認可 日野市 甲州街道
しせい太陽の子保育園 認可 日野市 日野
至誠あずま保育園 認可 日野市 甲州街道
至誠いしだ保育園 認可 日野市 万願寺
至誠ひの宿保育園 認可 日野市 日野
谷里保育園 認可 東大和市 武蔵大和
立野みどり保育園 認可 東大和市 東大和市
玉川上水保育園 認可 東大和市 玉川上水
ふたば保育園 小規模 東大和市 上北台
みつば保育園 小規模 東大和市 東大和市
よつぎ第一保育園 認可 あきる野市 秋川
よつぎ第二保育園 認可 あきる野市 秋川
東秋留保育園 認可 あきる野市 東秋留
よつぎ第四保育園 認可 昭島市 拝島
よつぎ日野保育園 認可 日野市 甲州街道
武蔵野どろんこ保育園 認可 西東京市 田無
三鷹どろんこ保育園 認可 三鷹市 武蔵境
Manamana保育室 小規模 西東京市 田無
Manamana新町保育室 小規模 西東京市 田無／武蔵境
Manamana下保谷保育室 小規模 西東京市 保谷

18 学校法人村田学園 ○ ○

19 社会福祉法人なないろ 調布市 ○小金井なないろ保育園 認可 小金井市 武蔵小金井 ○ ○

20 社会福祉法人森友会
中野区 練馬区 立川市 調布市 小金井市
国分寺市 狛江市

○ ○

21 ライクキッズ株式会社

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 中野区
杉並区 豊島区 北区 板橋区 練馬区 足立区
葛飾区 江戸川区 三鷹市 調布市 町田市 小金井市
小平市 稲城市

○ ○

22 社会福祉法人わかば福祉会 ○ ○ ○

23 社会福祉法人至誠学舎立川 世田谷区 渋谷区 立川市 ○ ○

日野わかば保育園 認可 日野市 多摩動物公園

○

24 社会福祉法人立野みどり福祉会 ○ ○

25 社会福祉法人健生会 杉並区 小平市 あきる野市 ○

26 社会福祉法人どろんこ会 新宿区 江東区 目黒区 大田区 世田谷区 北区
板橋区 足立区 調布市 清瀬市 稲城市

○ ○

27 株式会社Manamana ○

小金井けやきの森認定こども園 こども園 小金井市 東小金井
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