
種別 施設名 住所地 住所

1 認可 まなびの森保育園麻布 港区 〒106-0047　港区南麻布1-8-11

2 認可 本駒込プチ・クレイシュ 文京区 〒113-0021　文京区本駒込3-22-4　本駒込地域センター2F

3 認可 荒川区立はなみずき保育園 荒川区 〒116-0003　荒川区南千住8-5-5

4 認可 まなびの森保育園関屋 足立区 〒120-0023　足立区千住曙町10-3

5 認可 まなびの森保育園千住大橋 足立区 〒120-0044　足立区千住緑町2-5-10

6 認可 保育園　ヴィラ・ココロット 足立区 〒123-0865　足立区新田２－１－１３

7 認可 京成金町プチ・クレイシュ 葛飾区 〒125-0042　葛飾区金町５丁目３７番６

8 認可 まなびの森保育園亀有 葛飾区 〒125-0061　葛飾区亀有1-12-22

9 認可 まなびの森保育園錦糸町 墨田区 〒130－0012　墨田区太平２－４－４

10 認可 まなびの森保育園曳舟 墨田区 〒131-0046　墨田区京島1-44-17

11 認可 にじいろ保育園　一之江 江戸川区 〒132-0024　江戸川区一之江7-39-13

12 認可 まなびの森保育園白河 江東区 〒135-0021　江東区白河4-9-2

13 認可 まなびの森保育園亀戸 江東区 〒136-0074　江東区亀戸７－１０－１

14 認可 まなびの森保育園品川シーサイド 品川区 〒140-0002　品川区東品川4-11-36

15 認可 にじいろ保育園　大崎 品川区 〒141-0032　品川区大崎5-4-3

16 認可 にじいろ保育園　西馬込 大田区 〒143-0026　大田区西馬込2-28-16

17 認可 にじいろ保育園　大岡山 大田区 〒145-0063　大田区南千束3-1-6

18 認可 渋谷もりのこ保育園神南 渋谷区 〒150-0042　渋谷区宇田川町38-4

19 認可 まなびの森保育園幡ヶ谷 渋谷区 〒151-0072　渋谷区幡ヶ谷2-42-15

20 認可 にじいろ保育園　自由が丘 目黒区 〒152-0035　目黒区自由が丘1-2-13

21 認可 東中野プチ・クレイシュ 中野区 〒164-0003　中野区東中野５－１－１ユニゾンモール３F

22 認可 まなびの森保育園荻窪 杉並区 〒167－0051　杉並区荻窪４－１１－２３

23 認可 まなびの森保育園東長崎 豊島区 〒171-0052　豊島区南長崎5-20-17

24 認可 Nicot練馬 練馬区 〒176-0001　練馬区練馬1-11-1

25 認可 にじいろ保育園　新桜台 練馬区 〒176-0002　練馬区桜台2-3-8

26 認可 にじいろ保育園　練馬中村 練馬区 〒176-0024　練馬区中村1-19-9

27 認可 にじいろ保育園　上石神井 練馬区 〒177-0044　練馬区上石神井1-37-18

28 認可 にじいろ保育園　大泉学園 練馬区 〒178-0063　練馬区東大泉2-15-15

29 認可 にじいろ保育園　平和台 練馬区 〒179-0083　練馬区平和台1-31-9

30 認可 にじいろ保育園　氷川台 練馬区 〒179-0084　練馬区氷川台4-49-24

31 認可 にじいろ保育園　早宮 練馬区 〒179-0085　練馬区早宮2-25-18

32 認可 三鷹市立牟礼保育園 三鷹市 〒181-0002　三鷹市牟礼７－４－５２

33 認可 まなびの森保育園三鷹 三鷹市 〒181-0004　三鷹市新川6-5-15

34 認可 三鷹市立こじか保育園 三鷹市 〒181－0004　三鷹市新川6－7－8

35 認可 にじいろ保育園　三鷹下連雀 三鷹市 〒181-0013　三鷹市下連雀1-4-22

36 認可 にじいろ保育園　柴崎 調布市 〒182-0014　調布市柴崎1－２－１

37 認可 西府の森保育園 府中市 〒183-0032　府中市本宿町1-46-7

38 認可 まなびの森保育園中河原 府中市 〒183-0034　府中市住吉町4-45-3

39 認可 ぶんじっこ保育園 国分寺市 〒185-0012　国分寺市本町４－２２－９

40 認可 保育園ピコ国分寺 国分寺市 〒185-0021　国分寺市南町3-11-7

41 認可 にしこくワンダーランド保育園 国分寺市 〒185-0023　国分寺市西元町2-7-9

42 認可 にじいろ保育園　上水本町 小平市 〒187-0022　小平市上水本町4-11-9

43 認可 わくわく保育園 東村山市 〒189-0003　東村山市久米川1-38-4

44 認可 堀之内プチ・クレイシュ 八王子市 〒192-0363　八王子市別所2-2-1　ｸﾚｳﾞｨｱ京王堀之内ﾊﾟｰｸﾅｰﾄﾞⅡ

45 認可 Nicot拝島 昭島市 〒196-0001　昭島市美堀町5-21-1

46 認証 三田プチ・クレイシュ 港区 〒108-0014　港区芝５－２９－２２ライオンズマンションフェリス三田１F

47 認証 南砂プチ・クレイシュ 江東区 〒136-0075　江東区新砂３－４－４３グランエスタ1F

48 認証 蒲田プチ・クレイシュ 大田区 〒144-0052　大田区蒲田５－２０－１０第２美須ビル２Ｆ

49 認証 駒沢プチ・クレイシュ 世田谷区 〒154-0011　世田谷区上馬４－２－５上馬セントラル２F

50 認証 用賀プチ・クレイシュ 世田谷区 〒158-0097　世田谷区用賀４－３－１１ハッピービルド２Ｆ

51 認証 にじいろ保育園　中野 中野区 〒164-0011　中野区中央5-48-2

52 認証 にじいろ保育園　サクセス杉並 杉並区 〒167-0023　杉並区上井草1-29-16パレスアンダンテ1階

53 認証 にじいろ保育園　サクセス荻窪 杉並区 〒167-0051　杉並区荻窪5-30-3

54 認証 石神井プチ・クレイシュ 練馬区 〒177-0041　練馬区石神井町３-１６-１９パークサイドハイム１Ｆ

55 認証 三鷹プチ・クレイシュ 三鷹市 〒180-0023　三鷹市下連雀３－３４－２２ライオンズプラザ三鷹駅前３Ｆ

56 認証 武蔵野プチ・クレイシュ 武蔵野市 〒180-0023　武蔵野市境南町２－１１－２２第１飛翔ビル２Ｆ

57 認証 にじいろ保育園　武蔵小金井 小金井市 〒184-0004　小金井市本町6-14-45

58 認証 国分寺プチ・クレイシュ 国分寺市 〒185-0012　国分寺市本町３－１１－１第８千代鶴ビル３Ｆ

59 認証 府中プチ・クレイシュ 府中市 〒185-0055　府中市府中町１－６－２三和第２ビル５Ｆ

60 認証 日野プチ・クレイシュ 日野市 〒191-0011　日野市日野本町３－１０－３ケービーエムビル２F

61 認証 にじいろ保育園　サクセス町田 町田市 〒194-0013　町田市原町田4-1-11大塚プラザビル3階

62 認証 東久留米プチ・クレイシュ 東久留米市 〒203-0014　東久留米市東本町１５－２ブランシール第３東久留米１F

63 認証 清瀬プチ・クレイシュ 清瀬市 〒203-0022　清瀬市松山2-2-5ライオンズマンション駅前通り１F

64 認証 西国分寺プチ・クレイシュ 国分寺市 〒204-0022　国分寺市西恋ヶ窪2-12-12

実習施設一覧


