
令和4年4月1日現在

施設名称 区市町村 所在地 経営主体 電話番号 証明書交付年月日 廃止等年月日

ゆりかご保育園 世田谷区 粕谷４－７－８ (株)マーテル ０３－３３００－７５８６ 平成17年3月31日 令和4年4月1日廃止

砧南らる保育園 世田谷区 鎌田三丁目１３番２０号 (株)日本デイケアセンター ０３－３４１７－１５９１ 平成17年3月31日

ポピンズナーサリースクール三軒茶屋 世田谷区 野沢一丁目３５番８号 (株)ポピンズエデュケア ０３－５４８１－２１３６ 平成17年3月31日

ピノキオ幼児舎上野毛園 世田谷区 上野毛一丁目９番１４号 (株)三光商事 ０３－５７５８－７４８０ 平成17年3月31日

ゆらりん千歳烏山保育園 世田谷区 南烏山六丁目６番２号 ライフサポート(株) ０３－５３１４－５８８８ 平成17年3月31日

用賀プチ・クレイシュ 世田谷区 用賀四丁目３番１１号ハッピービルド２階 (株)こどもの森 ０３－３７０９－１２２２ 平成17年3月31日

世田谷祖師ヶ谷大蔵雲母保育園 世田谷区 砧八丁目６番２５号ヒグチ栄ビル１・２階 (株)モード・プランニング・ジャパン ０３－３４１５－２６０２ 平成17年3月31日

マミーズエンジェル奥沢保育園 世田谷区 奥沢三丁目４４番２号 (株)マミーズエンジェル ０３－５７５４－８７８７ 平成17年3月31日

蓮美幼児学園　世田谷ナーサリー 世田谷区 若林四丁目３１番１７号木村ビル３・４階 (宗)光聖寺 ０３－３４１８－４１５０ 平成17年3月31日 令和3年4月1日廃止

マミーナ下北沢 世田谷区 北沢二丁目２３番１０号　ウエストフロント２階 アートチャイルドケア(株) ０３－５４８６－８８１７ 平成17年3月31日 令和2年4月1日廃止

コンビプラザ等々力保育園 世田谷区 等々力二丁目３２番１６号 コンビウィズ(株) ０３－５８２８－７６３２ 平成17年3月31日 平成30年4月1日廃止（認可保育所移行）

駒沢プチ･クレイシュ 世田谷区 上馬４丁目２番５号　上馬セントラル２階 (株)こどもの森 ０３－３４１０－４４４２ 平成17年3月31日

ポピンズナーサリースクール二子玉川 世田谷区 玉川三丁目１７番１号 (株)ポピンズエデュケア ０３－５７９７－２１００ 平成17年3月31日

木下の保育園　祖師谷 世田谷区 祖師谷一丁目５番２０号 (株)木下の保育 ０３－３７８９－７１３５ 平成18年4月1日

蓮美幼児学園　池尻ナーサリー 世田谷区 池尻三丁目２０番１号　ロアール池尻１階 (宗)光聖寺 ０３－５７７９－４１５８ 平成18年4月1日 令和3年4月1日廃止

マミーナ桜新町 世田谷区 弦巻三丁目１３番１０号　エラン・ド・オール弦巻１階 アートチャイルドケア(株) ０３－３４２８－７３５３ 平成18年4月1日 令和2年4月1日廃止

芦花ゆりかご保育園 世田谷区 南烏山三丁目９番１０号 (株)マーテル ０３－３３０９－７００６ 平成18年4月1日 平成29年4月1日廃止（認可保育所移行）

エクレール保育園 世田谷区 船橋１－１１－２ (株)エクレールめぐみ ０３－３４２５－８２８７ 平成19年4月1日

アスク明大前保育園 世田谷区 松原１－５０－１５　ル・ポー松原２階 (株)日本保育サービス ０３－３３２４－４５９３ 平成19年4月1日

昭和ナースリー 世田谷区 太子堂１－１３－２１ 特定非営利活動法人ＮＰＯ昭和 ０３－３４１１－６２００ 平成19年4月1日
平成20年4月1日　地方裁量型認定こども園
平成28年4月1日廃止（認可保育所移行）

パパルキッズルーム 世田谷区 玉川３－４３－１ (株)コヤマドライビングスクール ０３－３７０９－０３８１ 平成19年4月1日

木下の保育園　成城 世田谷区 成城６－５－３４成城コルティ３Ｆ (株)木下の保育 ０３－５４９０－７３６９ 平成20年4月1日

グローバルキッズ松陰神社駅前保育園 世田谷区 若林３－１７－１１ (株)グローバルキッズ ０３－５４８１－０３０３ 平成20年4月1日 令和4年4月1日廃止（認可保育所移行）

グローバルキッズ東松原駅前保育園 世田谷区 羽根木１－３１－２１ (株)グローバルキッズ ０３－３３２８－０７０７ 平成21年4月1日

フロンティアキッズ上町 世田谷区 世田谷１－３０－９ (株)フューチャーフロンティアーズ ０３－５４５０－０７０７ 平成21年4月1日 令和2年4月1日廃止（認可保育所移行）

ナーサリールームベリーベアー用賀 世田谷区 用賀２－２７－１ (株)ネス・コーポレーション ０３－６３８２－７３００ 平成21年4月1日

都市型保育園ポポラー東京三軒茶屋園 世田谷区 太子堂３－３７－１－Ｄ２０１ (株)タスク・フォース ０３－５４３１－７０７０ 平成22年4月1日

京王キッズプラッツ烏山 世田谷区 南烏山５－１７－５ (株)京王子育てサポート ０３－５３１３－５５１１ 平成22年4月1日 平成30年4月1日廃止（認可保育所移行）

特例制度対象施設一覧（認証保育所A型）
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世田谷喜多見雲母保育園 世田谷区 喜多見９－１－２ (株)モード・プランニング・ジャパン ０３－５７６１－９１０１ 平成22年4月1日

ラフ・クルー烏山保育園 世田谷区 南烏山６－３８－９ (株)コミニティハウス ０３－６２７９－６１０６ 平成22年4月1日 令和2年4月1日廃止（認可保育所移行）

めぐみマテルネル 世田谷区 船橋１－３０－１９ (株)エクレールめぐみ ０３－５７９９－４５３０ 平成22年4月1日 令和4年4月1日廃止

ポピンズナーサリースクール桜新町 世田谷区 桜新町２丁目８番１号　世田谷目黒農協ビル４階 (株)ポピンズエデュケア ０３－５４２６－２２０１ 平成23年4月1日

はじまり　はじまり　えん　ｎｉｋｏ 世田谷区 玉川１丁目１５番６号１０３二子玉川ライズプラザモール (株)ＧＲＯＯＶＹ ０３－５７１７－３３６９ 平成24年4月1日

ポピンズナーサリースクール経堂 世田谷区 赤堤３丁目３２－５　メゾン香葉１階 (株)ポピンズエデュケア ０３－５３２９－２１７７ 平成24年4月1日

フロンティアキッズ上馬 世田谷区 上馬２－２９－１６　ワイスハイムⅡ１階 (株)フューチャーフロンティアーズ ０３－３４１０－２３８８ 平成24年5月1日 令和2年4月1日廃止（認可保育所移行）

ゆりかご赤堤園 世田谷区 赤堤３－２－７ (株)マーテル ０３－５３００－１８８２ 平成24年6月1日 令和4年4月1日廃止

グローバルキッズ上野毛園 世田谷区 上野毛１－２６－６ (株)グローバルキッズ ０３－３７０１－８８０８ 平成24年6月1日

グローバルキッズ用賀園 世田谷区 瀬田４－２８－１２　パラッシオ用賀１階 (株)グローバルキッズ ０３－３７００－０４０４ 平成25年2月1日

日生上馬保育園ひびき 世田谷区 上馬４－３１－９ (株)日本生科学研究所 ０３－５７７９－７３５５ 平成25年3月1日 平成28年4月1日廃止（認可保育所移行）

わらべうた等々力保育園 世田谷区 等々力３－２７－１５ 長谷川ナーシングパートナー(株) ０３－５７５８－１１５６ 平成25年4月1日 平成29年4月1日廃止（認可保育所移行）

ベビールーム桜新町 世田谷区 桜新町２－９－６ (株)スマイルキッズ ０３－５４５０－２２３３ 平成25年4月1日 平成29年4月1日廃止（認可保育所移行）

ニチイキッズ三軒茶屋保育園 世田谷区 三軒茶屋１－２－２１　アミックビル１・２階 (株)ニチイ学館 ０３－５７７９－９２８０ 平成25年4月1日

ベビールーム三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋２－３９－７　ロジェメント三軒茶屋１階 （株）スマイルキッズ ０３－３７９５－４４６６ 平成26年1月1日

蓮美幼児学園世田谷ナーサリー 世田谷区 若林３－２１－３ (宗)光聖寺 ０３－３４１０－１１５２ 平成26年3月1日
令和3年4月1日施設名変更（旧施設名：蓮美幼
児学園世田谷第２ナーサリー）

小学館アカデミーふたこ
たまがわ保育園

世田谷区 玉川３－３４－２　リオ・ヴェルデ２階 (株)小学館アカデミー ０３－３５１５－６８８６ 令和5年4月1日
令和５年４月１日より経営主体変更あり
（旧証明書交付年月日平成26年３月１日）

アソシエこまざわ保育園 世田谷区 駒沢２－１１－５　ＮＥＷ ＶＡＬＵＥ駒沢ビル１階 （株）アソシエ・インターナショナル ０３－５４３３－０８００ 平成26年4月1日 令和4年2月1日廃止

生活クラブ保育園　ぽむ・砧 世田谷区 砧４－３８ー４　グランドテラス１階 生活クラブ生活協同組合 ０３－５４２６－５２０７ 平成26年5月1日 平成27年4月1日廃止（認可保育所移行）

太陽の子　めぐりさわ保育園 世田谷区 千歳台４－１４ー１ 長谷川キッズライフ(株） ０３－５４２９－９２１１ 平成26年5月1日 平成28年4月1日廃止（認可保育所移行）

わらべうた経堂保育園 世田谷区 桜上水１－７ー１０ 長谷川ナーシングパートナー（株） ０３－３３０２－１８５５ 平成26年5月1日 平成29年4月1日廃止（認可保育所移行）

わらべうた桜新町保育園 世田谷区 桜新町１－１－６ 長谷川ナーシングパートナ㈱ ０３－３７０１－０６５５ 平成26年11月1日 平成28年4月1日廃止（認可保育所移行）

ベビールーム等々力 世田谷区 等々力１－１９－９ （株）スマイルキッズ ０３－３７０２－４４５５ 平成26年12月1日

ポピンズナーサリースクール千歳烏山 世田谷区 南烏山６－１２－１２コーシャハイム千歳烏山１２号棟２階 (株)ポピンズエデュケア ０３－５３１５－３０７１ 平成27年1月1日

ぽけっとランド千歳船橋 世田谷区 船橋６－１６－１１ベル･ヴィラージュ千歳船橋２階 学校法人　三幸学園 ０３－５３１６－３４１７ 平成27年2月1日

わらべうた三宿保育園 世田谷区 池尻３－２３－２　２階 長谷川ナーシングパートナー（株） ０３－３４２４－１４２２ 平成27年3月1日 平成29年4月1日廃止（認可保育所移行）

ラフ・クルー経堂保育園 世田谷区 経堂１－６－１７ （株）コミニティハウス ０３－５７９９－４４２１ 平成27年4月1日 平成28年4月1日廃止（認可保育所移行）

チャイルドスクエアそしがや 世田谷区 祖師谷三丁目３６番２号 社会福祉法人カナの会 ０３－５４９０－６２６１ 平成27年6月1日 平成28年4月1日廃止（認可保育所移行）

ぽこころ保育園　祖師谷 世田谷区 祖師谷４－４－１６ テルウェル東日本（株） ０３－６４１１－５６０６ 平成26年10月1日 平成28年4月1日廃止（認可保育所移行）

いいほいくえん用賀 世田谷区 用賀三丁目１２番１９号 アイカタ株式会社 ０３－３７０７－４０４２ 平成28年4月1日 令和2年4月1日廃止（認可保育所移行）

小さな森の保育園 世田谷区 代沢５－１８－１　代沢カラバッシュ３階 社会福祉法人崇仁会 ０３-５７８７-６４５５ 平成30年7月1日

三茶こっこ保育園 世田谷区 太子堂１－１２－４０　グレート王寿ビル２階 株式会社Macocco ０３－５７８７－６２５０ 平成31年4月1日
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リトルパルズ・アカデミー 世田谷区 三軒茶屋２－３２－１０　アダージョ三軒茶屋１階 株式会社アイエスシー ０３－５４３２－９３８０ 令和1年8月1日

保育園夢未来桜新町園 世田谷区 弦巻３－９－９ 株式会社我喜大笑 ０３－６４３２－６３４５ 令和1年5月1日

スマイルキッズドレミファ保育園 世田谷区 北沢二丁目２３番１０号　ウエストフロント２階 株式会社スマイルキッズ ０３－３４２１－６０６６ 令和2年4月1日 令和3年7月1日廃止（認可保育所移行）

ナーサリーさくらキッズ 世田谷区 新町三丁目２１番３号 学校法人芳村学園 ０３－５４２６－２４１５ 令和3年4月1日


