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LIFE SCHOOL 桐ケ丘 こどものもり 北区桐ケ丘

北区立東田端保育園 北区東田端

北区立滝野川北保育園
【2022年4月より指定管理園として運営開始】

北区滝野川

上池台保育園 大田区上池台

ココファン・ナーサリー田端 北区田端

ココファン・ナーサリー志村坂上 板橋区小豆沢

ココファン・ナーサリー旗の台 品川区旗の台

ココファン・ナーサリー大崎 品川区大崎

学研こども園 品川区西五反田 認定こども園

ココファン・ナーサリー馬込 大田区中馬込 認証

サンライズキッズ保育園 北区園 北区中十条

サンライズキッズ保育園 白山園 文京区白山

北区立浮間さくら草保育園 北区浮間

北区立滝野川西保育園 北区滝野川

あい保育園東神田 千代田区東神田

あい保育園王子 北区王子

あい保育園落合 新宿区上落合

あい保育園青山一丁目 港区南青山

あい保育園南麻布 港区南麻布

あい保育園元麻布 港区元麻布

あい保育園大森西 大田区大森西

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

認可

認可
正職員

・・・・・・・・・・
非常勤・パート

社会福祉法人つぼみ会 認可1

株式会社学研ココファン・ナーサリー2

正職員

正職員

常勤（正職員以外）

5 株式会社アイグラン 認可

株式会社エクシオジャパン 小規模3

社会福祉法人聖華4
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西ケ原東保育園 北区西ケ原

西ケ原南保育園 北区西ケ原

キッズパオ王子あおぞら園 北区王子 小規模

キッズパオ高田馬場あおぞら園 新宿区高田馬場 認証

キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園 新宿区本村町 事業所内

8 社会福祉法人てつなぎの会 つちっこ保育園 北区志茂 認可 正職員

キッズタウンうきま保育園 北区浮間

キッズタウンうきま夜間保育園 北区浮間

岩淵保育園 北区赤羽

キッズタウン東十条保育園 北区東十条

キッズタウンむかいはら保育園 板橋区向原

キッズタウン下落合保育園 新宿区下落合

ベベ・ア・パリ保育園 東十条 北区東十条 小規模

マッシュの森保育園 千代田区麹町 企業主導型

11 株式会社さくらいふ 浮間さくら保育園 北区浮間 小規模 正職員

12 社会福祉法人茂原高師保育園 北区立赤羽台保育園 北区赤羽台 認可

正職員（新卒不可）
・・・・・・・・・・

正職員（新卒のみ）
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

たばた絆保育園 北区田端新町

おうじ絆保育園（分園） 北区滝野川

うきま絆第二保育園 北区浮間

うきま絆保育園（分園） 北区浮間

9

認可

正職員

正職員10 株式会社fesパートナーズ

社会福祉法人絆友会

正職員

正職員7 株式会社マミーズファミリー

6 社会福祉法人東萌会

社会福祉法人こうほうえん

13 認可

認可 正職員
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グローバルキッズ志茂保育園 北区志茂

グローバルキッズ志茂第二保育園 北区志茂

グローバルキッズ王子園 北区堀船

グローバルキッズ北池袋園 豊島区池袋本町

グローバルキッズ西池袋園 豊島区西池袋

グローバルキッズ成増園 板橋区成増

グローバルキッズ板橋園 板橋区清水町

グローバルキッズ上板橋園 板橋区常盤台

グローバルキッズ飯田橋こども園 千代田区富士見 認定こども園

グローバルキッズ六番町園 千代田区六番町 認可

グローバルキッズ経済産業省保育室 千代田区霞が関 事業所内

グローバルキッズ神楽坂園 新宿区神楽坂

グローバルキッズ西新宿園 新宿区西新宿

グローバルキッズ西落合園 新宿区西落合

グローバルキッズ新大塚園 文京区大塚

グローバルキッズ春日園 文京区春日 認証

グローバルキッズ荏原保育園 品川区中延

グローバルキッズ戸越園 品川区戸越

グローバルキッズ大崎園 品川区北品川

グローバルキッズ蒲田園 大田区西蒲田

グローバルキッズ雑色園 大田区仲六郷

石川台駅前こども園 大田区東雪谷 認証

グローバルキッズ虎ノ門保育園 港区虎ノ門 認可

14 株式会社グローバルキッズ

認可

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

認可

認可
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文京区立根津保育園 文京区根津 認可

財務省らる保育室 千代田区霞が関 事業所内

石川台らる保育園 大田区石川町 認証

池上らるスマート保育所 大田区池上

久が原らるスマート保育所 大田区千鳥

大田区立西蒲田保育園 大田区西蒲田 認可

目白らるスマート保育所 豊島区高田

巣鴨らるスマート保育所 豊島区巣鴨

大山らる小規模保育園 板橋区大山東町

中台小規模保育園 板橋区中台

16 社会福祉法人邦友会 赤坂山王保育園 港区赤坂 認可 正職員

17 株式会社One&Only ここいく保育園西麻布 港区西麻布 小規模 正職員

18 株式会社ルーチェ ルーチェ保育園西新宿 新宿区西新宿 認可
正職員

・・・・・・・・・・
非常勤・パート

19 社会福祉法人幸会 原町みゆき保育園 新宿区原町 認可 正職員

15 株式会社日本デイケアセンター

小規模

小規模
常勤（正職員以外）

・・・・・・・・・・
非常勤・パート
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クオリスキッズ駒込保育園 文京区本駒込

クオリスキッズ水道橋保育園 文京区本郷

クオリスキッズ江戸川橋保育園 文京区水道

クオリスキッズ小石川保育園 文京区小石川

クオリスキッズ王子保育園 北区王子

クオリスキッズ板橋本町保育園 板橋区板橋本町

クオリスキッズおおくぼ保育園 新宿区百人町

クオリスキッズ大井町保育園 品川区大井

クオリスキッズ大井町第2保育園 品川区大井

クオリスキッズくがはら保育園 大田区東嶺町

クオリスキッズいけがみ保育園 大田区池上

クオリスキッズ北千束保育園 大田区北千束

クオリスキッズくがはら第2保育園 大田区南久が原

クオリスキッズ東池袋保育園 豊島区東池袋

白山ひかり保育園 文京区白山

目白ひかり保育園 豊島区目白

文京ガーデンひかり保育園 文京区小石川

22 株式会社コスモズ しなおおコスモ保育園 品川区大井 認可 正職員

23
社会福祉法人
大和社会福祉事業センター

品川大和保育園 品川区小山 認可
正職員

・・・・・・・・・・
非常勤・パート

株式会社クオリス

21

正職員

正職員社会福祉法人敬愛健伸会 認可

20 認可
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キッズルームOhana平和島園 大田区大森西 認可

保育ルームOhana梅屋敷駅前園 大田区大森西

保育ルームOhana大森西園 大田区大森西

25 スリーシーズ株式会社 キャリー保育園 田園調布 大田区田園調布 小規模

正職員
・・・・・・・・・・

常勤（正職員以外）
・・・・・・・・・・

非常勤・パート

26 社会福祉法人愛の家 愛の家保育園 豊島区長崎 認可 正職員

若草保育園 豊島区南大塚

駒込第二若草保育園 豊島区駒込

友和保育園 板橋区坂下

友和の森保育園　（友和保育園　分園） 板橋区小豆沢

かえで保育園 板橋区高島平

大山保育園 板橋区大山町

同援みどり保育園 板橋区蓮根

同援さくら保育園 豊島区南池袋

24 エルシーワークス株式会社

認可社会福祉法人友和会

社会福祉法人若草保育園 認可

正職員

正職員

29
社会福祉法人
恩賜財団東京都同胞援護会

認可

27

28

小規模
正職員

正職員
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社会福祉法人三愛福祉会 志茂保育園 北区志茂 認可 正職員

さくらさくみらい中板橋 板橋区中板橋

さくらさくみらい本町 板橋区本町

さくらさくみらい蓮根 板橋区坂下

さくらさくみらい新板橋 板橋区板橋

さくらさくみらい西台 板橋区高島平

さくらさくみらい下赤塚 板橋区赤塚

さくらさくみらい成増 板橋区成増

さくらさくみらい田園調布 大田区田園調布

さくらさくみらい鵜の木 大田区鵜の木

さくらさくみらい東大井 品川区東大井

さくらさくみらい東品川 品川区東品川

さくらさくみらい上池袋 豊島区上池袋

社会福祉法人朝日会 石井こども園 品川区小山 認定こども園 正職員

株式会社わんずやーど たんぽぽのこども保育園 大田区南六郷 企業主導型

正職員
・・・・・・・・・・

非常勤・パート
・・・・・・・・・・

非常勤・パート（保育補助）

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
保育補助○

求
人
掲
載
の
み

株式会社さくらさくみらい 認可 正職員
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