
NO． 設置者 施設名称 所在地 定員 事業開始年月日

1
株式会社サマンサタバサジャパンリ
ミテッド

Thavasa　Room
港区北青山１-２-３
青山ビル1階

17 平成19年11月1日

2
学校法人東海大学
（東海大学医学部付属八王子病院）

保育室　トーカイキッズ 八王子市石川町１８３８ 16 平成19年12月1日

3 株式会社リクルート
リクルート事業所内保育
園　Ａｎｄ’ｓ（アンズ）

千代田区丸の内１-９-２
グラントウキョウサウスタワー

19 平成20年1月1日

4
シティグループ・サービス・ジャパン
株式会社

シティ・キッズガーデン
品川区東品川２-３-１４
シティグループセンタービル1階

34 平成20年1月1日

5
国立大学法人東京大学
（本郷キャンパス）

東大本郷けやき保育園 文京区本郷７-３-１ 30 平成20年5月1日

6
医療法人社団康心会
（ふれあい町田ホスピタル）

ふれあい保育園 町田市小山ヶ丘１-３-８ 10 平成20年5月1日

7 株式会社ブリヂストン ブリヂストン小平保育園 小平市小川東町３-１-１ 70 平成20年6月1日

8
国立大学法人東京大学
（駒場IIキャンパス）

東大駒場むくのき保育園 目黒区駒場４－６－１ 30 平成20年12月1日

9 株式会社ディスコ ディスコ大森保育ルーム 大田区大森北２－１３－１１ 14 平成21年4月1日

10 株式会社アルビオン Kuukids
中央区銀座１－１９－７　銀座一
丁目イーストビル1階

30 平成21年4月1日

11 社会福祉法人南東北福祉事業団 森のほいくえん 中野区江古田３－１４－１９ 12 平成21年4月1日

12
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞
援護会

同援事業所内保育室 昭島市中神町１２６０ 10 平成21年4月1日

13
医療法人社団明和会
（西八王子病院）

めいわんあおぞら保育
室

八王子市上川町２１５０ 11 平成21年6月1日

14 東京ヤクルト販売株式会社
ヤクルト狛江あいあい保
育園

狛江市東和泉１－３－１５
サトービル1階2号室

16 平成21年7月1日

15
医療法人社団潤恵会
（敬仁病院）

敬仁病院ナースリーハウ
ス

足立区新田２－１５－１ 15 平成21年7月1日

16 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト　関町保育所 練馬区関町東１－２１－５　2階 16 平成21年8月1日

17
医療法人社団湘南会
（亀有中央病院）

湘南きっず 葛飾区亀有２－４－８ 7 平成21年11月1日

18
日本私立学校振興・共済事業団
（東京臨海病院）

東京臨海病院内保育所 江戸川区臨海町１－４－２ 12 平成21年11月1日

19
医療法人社団関川会
（関川病院）

関川会　あずき保育室
荒川区東日暮里６－３－４
メゾンドラトゥール201号

10 平成21年11月1日

20 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト山の手保育園 目黒区下目黒３－５－２ 19 平成21年11月1日

21 東京ヤクルト販売株式会社
ヤクルト浅草・松が谷保
育園

台東区松が谷２－１６－３
ユーコート松が谷1階

19 平成21年11月1日

22 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト西葛西保育園 江戸川区西葛西６－５－８ 38 平成21年11月1日

23 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト府中保育園 府中市白糸台１－４１－１ 15 平成21年12月1日

24 伊藤忠商事株式会社 I-Kids 港区南青山２－１１－１７ 18 平成22年1月1日

25
東日本旅客鉄道株式会社
（ＪＲ東京総合病院）

ぽっぽランドしいの木 渋谷区代々木２－１－３ 13 平成22年2月1日

26 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト南田中保育園
練馬区南田中２－２３－１２　２
階

24 平成22年3月1日

27 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト桜新町保育園 世田谷区用賀３－３－２１ 18 平成22年3月1日

28
東日本旅客鉄道株式会社
（ＪＲ東日本本社）

ぽっぽランドしんじゅく 渋谷区代々木２－２－６ 15 平成22年4月1日

29 株式会社ポピンズ
ポピンズナーサリース
クール丸の内

千代田区丸の内１－６－５ 49 平成22年4月1日

30
医療法人社団森山医会
（森山ケアセンター）

医療法人社団森山医会
事業所内保育所

江戸川区江戸川５－４－２３ 8 平成22年4月1日

31
医療法人社団青葉会
(小平中央リハビリテーション病院)

あすなろ保育室 小平市鈴木町１－１４６ 19 平成22年7月1日

32 住友化学株式会社 すみかキッズとうきょう 中央区新川２－２７－１ 30 平成22年8月1日

33 聖路加国際病院
聖路加国際病院附属保
育所聖路加ナーサリー

中央区明石町２－１４ 40 平成22年11月1日

34 株式会社アニバーサリー１１
よみっこランド（H23.5.10休
止承認）

練馬区上石神井１－１１－１２ 20 平成22年12月1日

35 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト経堂保育園 世田谷区経堂５－３８－６ 40 平成23年3月1日

36 株式会社ポピンズ
ポピンズナーサリース
クール新宿三井ビル

新宿区西新宿２－１－１ 15 平成23年4月1日
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37 学校法人日本女子大学
日本女子大学さくらナー
スリー

文京区目白台１－１８－１４ 25 平成23年4月1日

38
東日本旅客鉄道株式会社
（ＪＲ東日本東京支社）

ぽっぽランドたばた 北区東田端２－２０－６８ 12 平成23年4月1日

39 株式会社アルファ・コーポレーション
キッズスクウェア日本橋
室町

中央区日本橋室町２－１－１ 30 平成23年4月1日

40 花王株式会社 メリーズガーデン
中央区日本橋茅場町１－１３－
２１

19 平成23年9月1日

41 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト阿佐谷保育園 杉並区阿佐谷北４－３０－７ 19 平成23年10月1日

42 第一三共株式会社
KIDSGARDENにほんば
し

中央区日本橋本町３－８－１ 30 平成23年10月1日

43 社会福祉法人東京愛成会
あっぷるキッズかすみが
せき

千代田区霞が関３－３－２ 18 平成24年2月1日

44 医療法人社団根岸病院 ねぎし保育園 府中市武蔵台２－１２－２ 19 平成24年3月1日

45 第一三共株式会社 KIDSGARDENしながわ 品川区広町１－２－５８ 40 平成24年4月1日

46 東日本電信電話株式会社 ＤＡＩ★ＫＩＤＳ　初台 新宿区西新宿３－１９－２ 15 平成24年7月1日

47 株式会社サンハート
キッズガーデン　きらきら
星

葛飾区細田４－２－８ 9 平成24年7月1日

48 日東紡エコロジー株式会社 日東紡本部保育園 千代田区麹町２－４－１ 10 平成24年8月1日

49 東京ヤクルト販売株式会社 ヤクルト　赤羽保育園 北区赤羽１－３６－１ 22 平成24年8月1日

50
公益社団法人地域医療振興協会
（練馬光が丘病院）

きらきら保育園 練馬区光が丘2-10-5 25 平成24年10月1日

51 エージェント株式会社 ディルーカ御殿山保育園 港区高輪２－２６－８０５ 19 平成25年4月1日

52 第一三共株式会社 KIDS GARDEN　かさい 15 平成25年4月1日

53 医療法人創健会 文京たつのこ 文京区本駒込５－６６－５ 10 平成25年4月1日

54 株式会社清心 みのりきっず 東村山市久米川町四丁目３－３６ 9 平成25年4月1日

55 株式会社ＥＰファーマライン メディママ保育園
豊島区西池袋５－１－３メトロシ
ティー西池袋２階

10 平成25年4月1日

※情報は、事業承認当初のものです。


