
【中野会場】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

非常勤
無資格
者相談

可
中野りとるぱんぷきんず 認可 中野区 新井薬師前
高円寺りとるぱんぷきんず 認可 杉並区 中野／高円寺
荻窪りとるぱんぷきんず 認可 杉並区 荻窪
大塚りとるぱんぷきんず 認可 豊島区 大塚

田中ナースリー大和保育園 認可 中野区 鷺ノ宮／高円寺 
田中ナースリー若宮保育園 認可 中野区 都立家政
橋場そらとみどりの保育園大きなおうち 認可 中野区 新中野／中野
なかのまるのなか保育園大きなおうち 認可 中野区 中野
神田川ほとりに花咲く保育園 認可 文京区  江戸川橋
新宿三つの木保育園もりさんかくしかく 認可 新宿区 国立競技場／千駄ケ谷
ＥＤＯ日本橋保育園 認可 中央区 日本橋／東京

繭の糸おとわ小規模保育園 小規模 文京区 江戸川橋
繭の糸こども園 企業主導型 文京区 江戸川橋
繭の糸ひよこ保育園 企業主導型 文京区 江戸川橋
繭の糸神楽坂保育園 企業主導型 新宿区 神楽坂／江戸川橋
ゆめの樹保育園おぎくぼ 認可 杉並区 荻窪（バス）／高井戸
ゆめの樹保育園なりたにし 認可 杉並区 浜田山／南阿佐ヶ谷
ソラーナ柳窪 小規模 杉並区 高井戸
ソラーナ目白 小規模 豊島区 椎名町／目白

モニカ新中野園 認可 中野区 新中野
モニカ茗荷谷 認証 文京区 茗荷谷
モニカ茗荷谷駅前園 認可 文京区 茗荷谷
モニカ本駒込園 認可 文京区 本駒込／白山
モニカ人形町園 認可 中央区 人形町／水天宮前
キッズラボ水天宮前園 認可 中央区 水天宮前／人形町
キッズラボ千石園 認可 文京区 千石

フロンティアキッズ新宿 認可 新宿区 東新宿
フロンティアキッズ曙橋　本園 認可 新宿区 若松河田／曙橋
フロンティアキッズ曙橋　分園 認可 新宿区 若松河田／曙橋
フロンティアキッズ夏目坂 認証 新宿区 若松河田

○

○

15 社会福祉法人埼玉現成会 杉並元氣保育園 認可 杉並区 上石神井 ○

14 株式会社フューチャーフロンティアーズ 世田谷区 江戸川区 ○ ○ ○

○13 社会福祉法人いるま保育会 しんじゅくいるまこども園 こども園 新宿区 若松河田／東新宿　他

○

12 キッズラボ株式会社 品川区 大田区 江戸川区 ○ ○

11 株式会社モニカ 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 ○ ○

○ ○10 社会福祉法人東京自由保育園 東京自由保育園 認可 板橋区 板橋本町

9 社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家 茂呂塾保育園 認可 板橋区 小竹向原

港区 ○ ○ ○

○

8 社会福祉法人みつばち会 西池袋そらいろ保育園 認可 豊島区 池袋

7 社会福祉法人フィロス 渋谷区 葛飾区 ○ ○

6 辻村人財コンサル株式会社 ○ ○

武蔵野市 日野市 ○ ○ ○5 株式会社マジオネット多摩 マジオひまわり保育園　本郷 認可 文京区 本郷三丁目／水道橋

○

4 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 東大和市

○ ○

3 株式会社田中ナースリー ○ ○

目黒区 武蔵野市 調布市 ○

1

○ ○2 社会福祉法人信正会 大和東もみじの森保育園 認可 中野区 高円寺

社会福祉法人清香会 渋谷区 ○
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可
キッズフォレ平和の森 認可 中野区 沼袋
キッズフォレ西荻窪 認可 杉並区 西荻窪
なかみなみコスモ保育園 認可 中野区 中野富士見町
荻窪コスモ保育園 認可 杉並区 荻窪
成田コスモ保育園 認可 杉並区 南阿佐ヶ谷
おぎぶんコスモ保育園 認可 杉並区 荻窪
ふたばクラブ浜田山柏の宮保育園 認可 杉並区 浜田山
ふたばクラブ浜田山井の頭通り保育園 小規模 杉並区 浜田山
ふたばクラブ西永福保育園 小規模 杉並区 西永福
ふたばクラブ浜田山駅前保育園 認可 杉並区 浜田山
ふたばクラブ鷺宮保育園 小規模 中野区 都立家政

南大泉らる小規模保育園 小規模 練馬区 保谷
第一豊島園らる小規模保育園 小規模 練馬区 豊島園
第二豊島園らる小規模保育園 小規模 練馬区 豊島園
目白らるスマート保育所 小規模 豊島区 高田馬場／学習院下
巣鴨らるスマート保育所 小規模 豊島区 西巣鴨／巣鴨　他

○ ○

○

18

20 株式会社日本デイケアセンター
千代田区 台東区 大田区 世田谷区 杉並区
板橋区

19 社会福祉法人雲柱社 練馬区立光が丘第六保育園 認可 練馬区 光が丘

双葉教育株式会社 港区 世田谷区 ○ ○ ○

17 株式会社コスモズ ○

16 株式会社キッズフォレ ○
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