
令和2年度　第２回横浜市保育士就職面接会　出展事業者一覧

法人No. 法人又は個人事業者名 施設名 区 施設種別
1 株式会社学研ココファン・ナーサリー ココファン・ナーサリー綱島 港北区 認可保育所

ココファン・ナーサリー日吉本町 港北区 認可保育所
ココファン・ナーサリー反町 神奈川区  認可保育所
ココファン・ナーサリー片倉 神奈川区  認可保育所
ココファン・ナーサリー矢向 鶴見区 認可保育所

2 一般財団法人　三和徳育会 アメリカ山徳育こども園 中区 認可保育所
徳育ナーサリー山下公園 中区 小規模保育A
徳育キッズビレッジ山下町 中区 一時あずかり事業所

3 東京リトルメイト株式会社 なあな保育園 港北区 認可保育所
4 社会福祉法人　ももの会 芙蓉保育園 戸塚区 認可保育所

南戸塚保育園 戸塚区 認可保育所
戸塚芙蓉保育所 戸塚区 認可保育所
丘の上保育園 戸塚区 認可保育所
もも保育園 泉区 認可保育所

5 社会福祉法人　元気の泉 大倉山元気の泉保育園 港北区 認可保育所
6 株式会社　ばんびーな 保育園ばんびーな 中区 認可保育所
7 社会福祉法人　松緑会 松みどり保育所 戸塚区 認可保育所
8 社会福祉法人　倉敷福徳会 横浜小谷かなりや保育園 旭区 認可保育所
9 公益財団法人　神奈川県労働福祉協会 ことぶき保育園 中区 小規模保育A

10 ライクアカデミー株式会社 にじいろ保育園東戸塚  戸塚区 認可保育所
にじいろ保育園戸塚 戸塚区 認可保育所
にじいろ保育園品濃町 戸塚区 認可保育所
にじいろ保育園綱島 港北区 認可保育所
にじいろ保育園みなとみらい 西区 認可保育所

11 株式会社　HOPPA HOPPAたまプラーザ 青葉区 認可保育所
HOPPA青葉台園 青葉区 小規模保育
HOPPA反町園 神奈川区 小規模保育

12 社会福祉法人　鶴見乳幼児福祉センター 鶴見乳幼児福祉センター保育園 鶴見区 認可保育所
駒岡保育園 鶴見区 認可保育所
入船の森保育園 鶴見区 認可保育所

13 株式会社　コイシカワ こころキッズ 神奈川区 認可保育所
14 株式会社　オレンジプラネット フェアリーつばさ 鶴見区 認可保育所

フェアリーテイルみらい（新規） 鶴見区 認可保育所
15 社会福祉法人　博愛福祉会 もみじ保育園 青葉区 認可保育所

もみじ第二保育園 青葉区 認可保育所
たまプラーザもみじ保育園 青葉区 認可保育所
藤が丘もみじ保育センター 青葉区 認可保育所

16 社会福祉法人　山百合会 若葉台保育園 旭区 認可保育所
ペガサスベビー保育園 港北区 認可保育所
ペガサス新横浜保育園 港北区 認可保育所
ペガサス夜間保育園 港北区 認可保育所
やまゆり中山保育園 緑区 認可保育所
小山保育園 緑区 認可保育所
幼保連携型認定こども園岸根こども園 港北区 認定こども園

17 特定非営利活動法人ちゅーりっぷ ちゅーりっぷハウス 港南区 小規模保育Ｂ
上大岡ちゅーりっぷ保育園 港南区 事業所内保育

18 株式会社TKC 天才キッズクラブ楽遊館　綱島園 港北区 小規模保育Ａ
天才キッズクラブ楽学館　大倉山園 港北区 認可保育所
天才キッズクラブ楽学館　あざみ野園 青葉区 認可保育所

19  株式会社　日本保育サービス アスク和田町保育園 保土ケ谷区 認可保育所
20 有限会社　トライアングル・スマイル トライアングルスマイル 鶴見区 認可保育所
21 ショウ企画株式会社　東神奈川ひかり保育園 東神奈川ひかり保育園 神奈川区 小規模保育

入江町保育園 神奈川区 横浜保育室
22 株式会社　グローバルキッズ グローバルキッズ綱島SST保育園 港北区 小規模保育

グローバルキッズ南万騎が原園 旭区 認可保育所
グローバルキッズ磯子保育園 磯子区 認可保育所
グローバルキッズ上大岡園 港南区 認可保育所
グローバルキッズ大倉山園 港北区 認可保育所
グローバルキッズ子安駅前保育園 神奈川区 認可保育所
グローバルキッズ大口園 神奈川区 認可保育所
グローバルキッズあざみ野園 青葉区 認可保育所
グローバルキッズたまプラーザ保育園 青葉区 認可保育所
グローバルキッズ美しが丘保育園 青葉区 認可保育所

23 社会福祉法人さつき福祉会 荏田北保育園 青葉区 認可保育所
24 株式会社　クラ・ゼミ クラ・ゼミ保育園吉野町 南区 認可保育所



法人No. 法人又は個人事業者名 施設名 区 施設種別
25 保育の寺子屋 つるみ共育保育園 鶴見区 小規模保育
26 株式会社　プチ・ナーサリー プチ・ナーサリー弘明寺 南区 認可保育所
27 東京建物キッズ株式会社 おはよう保育園三ツ沢下町 神奈川区 事業所内保育

おはよう保育園根岸 中区 小規模保育
おはよう保育園花咲町 西区 認可保育所

28 株式会社LaLaLand みんなともだち保育園 戸塚区 認可保育所
みんなともだち保育園戸塚第2 戸塚区 認可保育所
ララランド大倉山 港北区 認可保育所
ララランド横浜伊勢佐木 中区 認可保育所
ララランド井土ケ谷 南区 認可保育所

29 社会福祉法人神奈川労働福祉協会 上永谷保育園  港南区 認可保育所
小鳩保育園 本園・分園  神奈川区 認可保育所
横浜市かながわ保育園 神奈川区 認可保育所
矢向保育園 鶴見区 認可保育所

30 社会福祉法人秀峰会 つくし保育園戸塚 戸塚区 認可保育所
つくし保育園東戸塚 戸塚区 認可保育所
つくし保育園上大岡 港南区 認可保育所
つくし保育園センター南 都筑区 認可保育所

31 ヒューマンスターチャイルド株式会社 スターチャイルド新吉田ナーサリー 港北区 認可保育所
スターチャイルド白楽ナーサリー 神奈川区 認可保育所
＜仮称＞スターチャイルド生麦ナーサリー 鶴見区 認可保育所
<仮称>スターチャイルド和田町ナーサリー 保土ケ谷区 認可保育所
スターチャイルド長津田ナーサリー 緑区 認可保育所
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