
【世田谷会場】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

花房山目黒駅前保育園333 認可 品川区 目黒
目黒三田保育園　キミトミライト 認可 目黒区 目黒　他
(仮称)豪徳寺二丁目認可保育園 認可 世田谷区 宮の坂
下北沢保育園 認可 世田谷区 下北沢
赤堤ゆりの木保育園 認可 世田谷区 豪徳寺　他
多摩堤保育園 認可 大田区 鵜の木
さくら中央保育園 認可 大田区 大森　他
ラフ・クルー烏山保育園 認可 世田谷区 千歳烏山
ラフ・クルー経堂保育園 認可 世田谷区 経堂
ラフ・クルー駒沢保育園 認可 世田谷区 駒沢大学
ラフ・クルー烏山保育園　分園 認可 世田谷区 千歳烏山
ラフ・クルー駒沢公園ナーサリー 小規模 世田谷区 駒沢大学
京王キッズプラッツ桜上水 認可 世田谷区 桜上水
京王キッズプラッツ烏山 認可 世田谷区 千歳烏山
京王キッズプラッツ多摩川 認可 調布市 京王多摩川
京王キッズプラッツよみうりランド 認可 稲城市 京王よみうりランド

京王キッズプラッツ国領 認可 調布市 国領
スマイルキッズ下北沢保育園 認可 世田谷区 下北沢
スマイルキッズ桜新町保育園 認可 世田谷区 桜新町
スマイルキッズ駒繫保育園 認可 世田谷区 祐天寺　他
スマイルキッズドレミファ保育園 認可 世田谷区 下北沢
ベビールーム等々力 認証 世田谷区 等々力
烏山杉の子保育園 認可 世田谷区 千歳烏山
鳩ぽっぽ保育園 認可 世田谷区 三軒茶屋
下馬鳩ぽっぽ保育園 認可 世田谷区 三軒茶屋
池尻かもめ保育園 認可 世田谷区 池尻大橋
経堂保育園 認可 世田谷区 千歳船橋
Gakkenほいくえん 砧 認可 世田谷区 祖師谷大蔵
Gakkenほいくえん 等々力 認可 世田谷区 尾山台
Gakkenこどもえん こども園 品川区 五反田　他
Gakkenほいくえん 旗の台 認可 品川区 荏原町　他
Gakkenほいくえん 馬込 認可 大田区 馬込

第二いちご保育園 認可 世田谷区 芦花公園
烏山いちご保育園 認可 世田谷区 千歳烏山

認可東玉川善隣保育園

サン・ベビールーム 認可 世田谷区 三軒茶屋10 株式会社ソレイユの樹 ○ ○

9 社会福祉法人福翠会 杉並区 ○ ○○ ○

8 社会福祉法人善隣福祉会 ○ ○ ○奥沢　他世田谷区

7 株式会社学研ココファン・ナーサリー
品川区 杉並区 北区 板橋区
江戸川区 八王子市 三鷹市
調布市 小金井市 小平市

○ ○

6 社会福祉法人杉の子保育会 世田谷区 ○

5 株式会社スマイルキッズ 世田谷区 ○

4 株式会社京王子育てサポート
杉並区 八王子市 府中市 調布市
日野市 多摩市

○ ○

○

○ ○

○

2 社会福祉法人南町保育会 ○

○1 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 中野区 足立区 江戸川区

○

3 株式会社コミニティハウス 練馬区 府中市 ○
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駒沢ほしにねがいを保育園 小規模 世田谷区 桜新町　他
世田谷ほしにねがいを保育園 小規模 世田谷区 世田谷　他
等々力ほしにねがいを保育園 小規模 世田谷区 等々力

世田谷いちい保育園南ウイング 認可 世田谷区 桜新町　他
世田谷いちい保育園北ウイング 認可 世田谷区 桜新町　他

ほっぺるランド東品川 認可 品川区 　品川シーサイド　

ほっぺるランド東五反田 認可 品川区 五反田
ほっぺるランド高輪二丁目 認可 港区 泉岳寺
ほっぺるランド渋谷 認可 渋谷区 渋谷
みんなのみらいをつくる保育園 初台 認可 渋谷区 初台　他
おうち保育園 おおいまち 小規模 品川区 大井町
おうち保育園 ごたんだ 小規模 品川区 大崎
八潮中央保育園 認可 品川区 　品川　他（バス）

品川区立八潮北保育園 認可 品川区 　品川　他（バス）

BunBu学院Jr中目黒園 認可 目黒区 中目黒
BunBu学院Jr戸越園 認証 品川区 戸越　他

大森南保育園 認可 大田区 平和島
遍照広尾保育園 認可 渋谷区 恵比寿
キッズラボ千束ごどもの家 認可 大田区 北千束
キッズラボ矢口渡駅前保育園 認可 大田区 矢口渡
キッズラボ西馬込駅前保育園 認可 大田区 西馬込
キッズラボ下丸子園 認可 大田区 下丸子
キッズラボ中延園 認可 品川区 中延

エデュケアセンター・めぐろ 認証 目黒区 池尻大橋
キッズハーモニー・よよぎの杜 認可 渋谷区 新宿
布田そらいろ保育園 認可 調布市 布田
調布そらいろ保育園 認可 調布市 調布
ちょうふのぞみ保育園 認可 調布市 調布
いずみ保育園 認可 狛江市 狛江
いなぎのぞみ保育園 認可 稲城市 稲城長沼

町田市認可

目黒区認可

ゆめの樹保育園はつだい 認可 渋谷区 初台　他

世田谷区認可

にじのそら保育園　芝浦 田町駅港区小規模

26 社会福祉法人芳美会 ○ ○花の木保育園 鶴川

25 社会福祉法人春献美会 杉並区 ○ ○○ ○

24 社会福祉法人なないろ 小金井市 ○ ○ ○

23 株式会社パソナフォスター 港区 新宿区 江東区 中野区 北区
練馬区 葛飾区

○ ○○

22 社会福祉法人フィロス 杉並区 葛飾区 ○ ○

21 キッズラボ株式会社 中央区 文京区 江戸川区 ○ ○

20 社会福祉法人遍照会 ○ ○

19 株式会社スクルドアンドカンパニー 江東区 杉並区 ○ ○スクルドエンジェル保育園柿の木坂園 都立大学

18 株式会社ニリア・バニー ○ ○

17 社会福祉法人品川総合福祉センター ○ ○

16 特定非営利活動法人フローレンス
台東区 江東区 中野区 杉並区
豊島区

○ ○

15 株式会社テノ．コーポレーション
千代田区 中央区 新宿区 江東区
杉並区 北区 板橋区 葛飾区
江戸川区 八王子市

○ ○○

14 社会福祉法人ひかり会 ○ ○ ○

13 社会福祉法人水の会 足立区 ○ ○ ○

12 社会福祉法人敬愛健伸会 文京区 豊島区 ○馬事公苑ひかり保育園 用賀

11 社会福祉法人正道会 ○
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町田自然幼稚園 こども園 町田市 町田（バス）
正和幼稚園 こども園 町田市 町田（バス）
つながりづくり保育園・原町田 小規模 町田市 町田
ながりシェア保育園・代々木上原 企業主導 渋谷区 代々木上原
つながり保育園・まちだ 小規模 町田市 町田
ヤクルト西馬込保育園 事業所内 大田区 西馬込
ヤクルト新蒲田保育園 事業所内 大田区 矢口渡
ヤクルト経堂保育園 事業所内 世田谷区 経堂
ヤクルト狛江あいあい保育園 事業所内 狛江市 狛江
駒井町みんなの家 認可 狛江市 和泉多摩川
東野川保育園みんなの家 認可 狛江市 喜多見
一の橋赤ちゃんの家 小規模 狛江市 和泉多摩川
喜多見こどもの家 認証 世田谷区 成城学園

ピノキオ幼児舎 上野毛園 認証 世田谷区 上野毛
ピノキオ幼児舎 稲城園 認証 稲城市 稲城
駒沢どろんこ保育園 認可 世田谷区 駒沢大学
中目黒どろんこ保育園 認可 目黒区 中目黒　他
つつじケ丘どろんこ保育園 認可 調布市 つつじヶ丘
メリー★ポピンズアトレ大森ルーム 認可 大田区 大森

キッズガーデンかわせみ

多摩センターエンゼルホーム 多摩センター多摩市認証

聖蹟桜ケ丘多摩市認証

33 社会福祉法人どろんこ会
江東区 板橋区 足立区 三鷹市
清瀬市 西東京市

○ ○

32 株式会社三光商事 ○ ○

31 株式会社チャイルドタイム 八王子市 府中市 ○ ○○

30 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会 ○ ○○

29 社会福祉法人純生喜狛会 ○ ○○

28 東京ヤクルト販売株式会社

江東区 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
江戸川区 三鷹市 府中市 調布市 小金井市
小平市 東村山市 国分寺市 狛江市

○ ○

27 学校法人正和学園 千代田区 港区 渋谷区 ○ ○○
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