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ブース
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法人名 保育所名 就業先所在地 種別 雇用形態
資格不問又は望

む

葛西おひさま保育園 江戸川区東葛西

新堀おひさま保育園 江戸川区新堀

東小松川おひさま保育園 江戸川区松島

鹿骨おひさま保育園 江戸川区鹿骨

北葛西おひさま保育園 江戸川区北葛西

葛西第二おひさま保育園 江戸川区中葛西

春江おひさま保育園 江戸川区春江町

東小岩おひさま保育園 江戸川区東小岩

西篠崎おひさま保育園 江戸川区西篠崎

西小岩おひさま保育園 江戸川区西小岩

松江おひさま保育園 江戸川区松江

松本おひさま保育園 江戸川区松本

清新おひさま保育園 江戸川区清新

小松川おひさま保育園 江戸川区小松川

南葛西おひさま保育園 江戸川区南葛西

西葛西おひさま保育園 江戸川区西葛西

中葛西おひさま保育園 江戸川区中葛西

松島おひさま保育園 江戸川区松島

清新第二おひさま保育園 江戸川区清新町

北小岩おひさま保育園 江戸川区北小岩

南篠崎おひさま保育園 江戸川区南篠崎町

新田おひさま保育園 江戸川区西葛西

宇喜田おひさま保育園 江戸川区北葛西

1 認可 正職員社会福祉法人えどがわ
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2 社会福祉法人ルンビニー福祉会 ルンビニー保育園 江戸川区江戸川 認可 正職員

なつめ保育園 江戸川区船堀

葛西駅前さくら保育園 江戸川区東葛西

マリヤ保育園 江戸川区船堀

南砂第二保育園 江東区南砂

花と鳥保育園 江東区大島

かがやき保育園 江東区大島

5 有限会社　ゆめのこ ピノキオ幼児舎ゆめのこ保育園 江戸川区一之江 認可 正職員

ゆずりは保育園 江戸川区大杉 認可

（仮称）ゆずりは保育園分園　　【2022年4月開園予定】 江戸川区瑞江 ※認可予定

小鳩ナーサリースクール　一之江 江戸川区一之江 認可

（仮称）小鳩ナーサリースクール　一之江　(分園)
　【2022年4月開園予定】

江戸川区一之江 ※認可予定

学研ココファン・ナーサリー瑞江 江戸川区瑞江

学研ココファン・ナーサリー篠崎 江戸川区鹿骨

みどりの郷保育園 江戸川区江戸川

オウトピア保育園 墨田区みどり

10 株式会社フューチャーフロンティアーズ フロンティアキッズ葛西 江戸川区東葛西 認可

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート
・・・・・・・・・・・

非常勤・パート（保育補助）

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
保育補助○

水天宮前園（本園） 中央区日本橋蛎殻町

水天宮前園（分園） 中央区日本橋蛎殻町

東葛西園 江戸川区東葛西

西葛西園 江戸川区西葛西

認可

9

8 株式会社　学研ココファン・ナーサリー

社会福祉法人江戸川豊生会

株式会社丸善コーポレーション

キッズラボ株式会社

認可

正職員
・・・・・・・・・・

常勤（正職員以外）

正職員
・・・・・・・・・

常勤（正職員以外）

正職員

正職員

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

3 認可

4 わかみや福祉会

7

社会福祉法人さがみ愛育会

株式会社チャイルド・ピース

6

認可

11

認可 正職員

正職員
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墨田わんぱく保育園 墨田区亀沢

タムスわんぱく保育園木場 江東区木場

東日暮里わんぱく保育園 荒川区東日暮里

瑞江わんぱく保育園 江戸川区瑞江

船堀わんぱく保育園 江戸川区船堀

ベイビーピース 江戸川区船堀 小規模

（仮称）葛西いろどり保育園  【2022年4月開園予定】 江戸川区東葛西 ※認可予定

輝きベビー保育園　瑞江 江戸川区瑞江

輝きベビー保育園　篠崎 江戸川区篠崎町

ハイブリッドマム清新町 江戸川区清新町 企業主導型

ハイブリッドマム東雲キャナルコート 江東区東雲

ハイブリッドマム東陽町 江東区東陽町

ハッピーマム福住 江東区福住

モニカ人形町園 中央区日本橋人形町

モニカ新中野園 中野区中央

ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園 中央区勝どき 認可

ニチイキッズさわやかプラザ勝どき保育園 中央区勝どき

ニチイキッズさわやか日本橋浜町保育園 中央区日本橋浜町

ニチイキッズありあけ保育園 江東区有明 認可

ニチイキッズあだち梅島保育園 足立区梅島 企業主導型

ニチイキッズさわやか梅島保育園 足立区梅田 認証

ニチイキッズ葛飾にいじゅく保育園 葛飾区新宿 認可

テンダーラビング保育園 東日本橋 中央区東日本橋

テンダーラビング保育園 江古田 中野区江古田

テンダーラビング保育園 東陽 江東区東陽

正職員
・・・・・・・・・・

常勤（正職員以外）
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

13 株式会社K&N

認証
HybridMom株式会社

株式会社ニチイ学館　渋谷支店

15

16 株式会社モニカ

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
保育補助○

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート
・・・・・・・・・・

非常勤・パート（保育補助）

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

12 社会福祉法人春和会

14 FunTre株式会社

18 株式会社テンダーラビングケアサービス 認可

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート
17

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

認可

認可

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

企業主導型

認証

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート
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北千住もみじの森保育園 足立区千住龍田町

大和東保育園　【園舎建て替え中】 中野区

ナーサリールームベリーベアー東陽町 江東区南砂

ナーサリールームベリーベアー東雲Annex 江東区東雲

ナーサリールームベリーベアー東雲 江東区東雲

ナーサリールームベリーベアー深川冬木 江東区冬木

ナーサリールーム ベリーベアー日本橋 中央区日本橋久松町

ナーサリールーム ベリーベアー中野 中野区上高田

船堀中央保育園 江戸川区船堀

葛西大きなおうち保育園 江戸川区中葛西

ＥＤＯ日本橋保育園 中央区日本橋

なかのまるのなか保育園 中野区中野

橋場そらとみどりの保育園 中野区中央

ひらがなのツリーほいくえん 墨田区業平

すみだ川のほとりに笑顔咲く保育園 墨田区立川

すみだ中和こころ保育園 墨田区菊川

江東区南砂さくら保育園 江東区南砂

江東区白河かもめ保育園 江東区白河

亀戸こころ保育園（本園） 江東区亀戸

亀戸こころ保育園（分園） 江東区亀戸

扇こころ保育園 足立区扇

台東区たいとうこども園 台東区下谷

忍岡こども園 台東区池之端

21

認定こども園

19 社会福祉法人信正会

正職員

正職員
・・・・・・・・・・

常勤（正職員以外）
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

認可

社会福祉法人東京児童協会

株式会社ネス・コーポレーション20

認証

認可

認可

正職員
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22 株式会社fesパートナーズ ベベ・ア・パリ保育園未来 台東区台東 小規模 正職員

ビーフェア上野御徒町保育園 台東区台東 小規模

ビーフェアおおじまタウン 江東区大島

ビーフェア東和親水保育園 足立区東和

ビーフェア堀切菖蒲園 葛飾区堀切

ビーフェア京成小岩駅 葛飾区鎌倉

24 株式会社日本デイケアセンター 蔵前らる小規模保育園 台東区蔵前 小規模
常勤（正職員以外）

・・・・・・・・・・
非常勤・パート

墨田区亀沢保育園 墨田区亀沢

わらべ向島保育園　（分園あり） 墨田区向島

わらべみどり保育園 墨田区緑

わらべ西鷺宮保育園 中野区鷺宮

正職員ビーフェア株式会社
認可

認可 正職員

23

社会福祉法人清心福祉会25
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ココロット保育園 足立区新田

保育園ヴィラ・ココロット 足立区新田

まなびの森保育園千住大橋 足立区千住緑町

まなびの森保育園竹ノ塚 足立区保木間

まなびの森保育園関屋 足立区千住曙町

まなびの森保育園三河島 荒川区東日暮里

荒川区はなみずき保育園 荒川区南千住

まなびの森保育園町屋 荒川区荒川

まなびの森保育園西日暮里 荒川区西日暮里

まなびの森保育園亀戸 江東区亀戸

まなびの森保育園白河 江東区白河

まなびの森保育園八広 墨田区八広

まなびの森保育園錦糸町 墨田区太平

まなびの森保育園曳舟 墨田区京島

まなびの森保育園銀座 中央区銀座

まなびの森保育園亀有 葛飾区亀有

まなびの森保育園新柴又 葛飾区新柴又

まなびの森保育園金町 葛飾区金町

京成金町プチ・クレイシュ 葛飾区金町

まなびの森保育園瑞江 江戸川区東瑞江

まなびの森保育園一之江 江戸川区一之江

まなびの森保育園鷺ノ宮 中野区若宮

東中野プチ・クレイシュ 中野区東中野

亀戸プチ・クレイシュ 江東区亀戸

南砂プチ・クレイシュ 江東区新砂

亀有プチ・クレイシュ 葛飾区亀有

正職員

認可

株式会社こどもの森26

認証
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ちゃのま保育園本園 墨田区横川

ちゃのま保育園両国駅前園 墨田区緑

28 株式会社エクシオジャパン サンライズキッズ保育園 亀戸園 江東区亀戸 小規模 常勤（正職員以外）

29 株式会社ルーチェ ルーチェ保育園　南砂 江東区南砂 認可 正職員

新大橋のびっこ保育園 江東区新大橋 認可

亀戸のびっこ保育園 江東区亀戸 認証

キッズあおぞら保育園 荒川区荒川 認可

キッズガーデン保育園 荒川区東日暮里 認証

フレンズ保育園 荒川区東日暮里

ハローフレンズ保育園 荒川区西日暮里

32 社会福祉法人東萌会 荒川区立南千住七丁目保育園 荒川区南千住 認可 正職員

33 Animo Plus株式会社 花さと保育園 荒川区東日暮里 認証
正職員

・・・・・・・・・・
非常勤・パート

34 生活協同組合パルシステム東京 ぱる★キッズ足立 足立区中央本町 認証 常勤（正職員以外）

トレジャーキッズにいじゅく保育園 葛飾区新宿

トレジャーキッズあやせ保育園 足立区綾瀬

エンジェルキッズ亀有園 葛飾区亀有 小規模 非常勤・パート

町屋保育園 荒川区町屋

足立区立水神橋保育園 足立区西保木間

キッズハーモニー・ひがしなかの 中野区東中野

キッズハーモニー・かなまち 葛飾区金町

SGH　Kids Garden 江東区新砂 企業主導型 非常勤・パート（保育補助）

38 学校法人山﨑文化学園 青鳩ともだち保育園 葛飾区青戸 小規模 正職員

亀有りりおっこ保育園 葛飾区亀有

東中川保育園 葛飾区高砂

西綾瀬りりおっこ保育園 足立区西綾瀬

亀が岡りりおっこ保育園 葛飾区東金町

35
認可

有限会社キッズガーデン

27

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

31

株式会社セリオ

認可

合同会社はひぷぺぽ

・・・・・・・・・・
保育補助○

正職員

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

39

37 株式会社パソナフォスター

社会福祉法人東中川会

36

小規模

30 正職員

・・・・・・・・・・
保育補助○

小規模

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート（保育補助）

認可
常勤（正職員以外）

・・・・・・・・・・
非常勤・パート

認可
正職員

・・・・・・・・・・
非常勤・パート（保育補助）

聖華

非常勤・パート
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なないろ保育園本園 江戸川区上篠崎

なないろ保育園分園 江戸川区篠崎町

コツヨシ株式会社 松江の星保育園 江戸川区松江 企業主導型 正職員

（仮称）チェリッシュナーサリースクール木場
【2022年4月開園予定】

江東区千石 ※認可予定 正職員

チェリッシ上野の森保育園 台東区上野桜木

チェリッシュあおぞら保育園 墨田区緑

チェリッシ綾瀬保育園 足立区綾瀬

おうち保育園なかの新橋 中野区弥生町

おうち保育園なかの大和 中野区大和町

おうち保育園新おかちまち 台東区三筋

おうち保育園門前仲町 江東区深川

おうち保育園しののめ 江東区東雲

おうち保育園とよす 江東区豊洲

はぐはぐキッズ浅草橋 台東区浅草橋

はぐはぐキッズ浅草橋annex 台東区浅草橋

はぐはぐキッズこども園東上野 台東区東上野 認定こども園

さくらさくみらい　一之江 江戸川区一之江

さくらさくみらい　篠崎 江戸川区篠崎町

さくらさくみらい　富岡 江東区富岡

さくらさくみらい　豊洲 江東区豊洲

（仮称）さくらさくみらい　新東陽
　【2022年4月開園予定】

江東区東陽

さくらさくみらい　東仲通り 中央区月島

さくらさくみらい　佃
　【2021年10月開園】

中央区佃

（仮称）さくらさくみらい　つくだ大通り
　【2022年4月開園予定】

中央区佃

（仮称）さくらさくみらい　谷中
　【2022年4月開園予定】

台東区谷中

正職員
・・・・・・・・・・

常勤（正職員以外）
認可

株式会社さくらさくみらい
認可

（※予定
含む）

正職員

非常勤・パート認定NPO法人フローレンス

株式会社チャイルドステージ

求
人
掲
載
の
み

非常勤・パート

はぐはぐキッズ株式会社
小規模

正職員

株式会社とことこ

認可

小規模
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