
見学受入施設一覧　私立認可保育所
※採用担当の連絡先

区 施設名称 住所 定員（人） 問合わせ先 見学担当者名

明日香保育園 さいたま市西区植田谷本３１６ １１０ ０４８（６２２）５５８６ 小口

おうぎの森保育園 さいたま市西区高木５９８ １１０ ０４８（６２５）７２７２ 井上

あおぞら西保育園 さいたま市西区宮前町６９５－２ ９０ ０４８（７８３）３７５５ 金井塚

西遊馬保育園 さいたま市西区西遊馬７７１－１１ ９０ ０４８（６２０）７８７９ 滝澤・井原

未来ほしの子保育園 さいたま市西区三橋５－３５ １２０ ０４８（６２５）２２２２ 大原・小林

西大宮どんぐり保育園 さいたま市西区西大宮１－１－３ ９０ ０４８（７８３）３３６１ 勝田・永木

野の花すみれ保育園 さいたま市西区三橋５－６４１－３ ４０ ０４８（７８２）４３８６ 三次

西大宮青藍保育園 さいたま市西区西大宮３－２５－５ ８０ ０４８（７２９）６７２６ 関根

めいあい保育園 さいたま市西区西大宮１－４６－１２ １００ ０４８（７２９）７８３３ 福田・小原

アカツキ保育園 さいたま市西区西大宮４－１－４ ７０ ０４８（６５７）８１４８ 片岡

えがお三橋保育園 さいたま市西区三橋６－６５４－２ １００ ０４８（７８３）２４８０ 島村

くれよん保育園 さいたま市西区宮前町１２３８ ７１ ※０８０（３０００）５７６３ 塚越

西大宮はばたき保育園 さいたま市西区西大宮３－９－３ ８０ ０４８（６２１）４３５０ 栁井・高水

明日香西大宮保育園 さいたま市西区西大宮３－１９－６ ６０ ０４８（７２９）８４５６ 鈴木

西大宮まりーな保育園 さいたま市西区西大宮３－６１－７ ９６ ※０４８（２９０）０００５ 山岸

指扇はっぴー保育園 さいたま市西区指扇１３７７－１ ８０ ０４８（６２３）０８８１ 古厩

大宮さくら保育園 さいたま市北区別所町９８－６ ６０ ※０８０（５０００）３２０５ 荒井

本郷保育園 さいたま市北区本郷町１３２８－１ １１０ ０４８（６５２）３４４０ 若山

大宮つぼみ保育園 さいたま市北区土呂町２－９－１９ ６０ ０４８（６６８）５２０３ 中嶋

ハーモニー保育園 さいたま市北区宮原町２－３９－１６ ４５ ０４８（６６７）８６５５ 白子

今羽保育園 さいたま市北区吉野町１－１９－１ ６０ ０４８（６６１）６０１１ 齋藤・茂木

にじいろ保育園 さいたま市北区宮原町１－４７５－７ ９０ ０４８（６５２）５４００ 笹原

けやきの森保育園 さいたま市北区日進町２－１５１９－１ ９０ ※０４８（６５７）７４７７ 長谷部

くすのき保育園 さいたま市北区日進町３－５４３－３ ６０ ０４８（７９６）４９０１ 髙橋

遊美保育園 さいたま市北区本郷町１０６ ８０ ０４８（６５４）８７１４ 浦田

大宮むさしの保育園 さいたま市北区宮原町１－４３０ ９０ ０４８（６６４）６６５９ 米山

うぃず日進駅前保育園 さいたま市北区日進町２－１８５９－１ １１０ ※０４８（２４０）０５２２ 新野

えがお保育園 さいたま市北区宮原町４－８３－５ ９０ ０４８（７８２）５５００ 島村

ゆうりん保育園 さいたま市北区土呂町１－２８－１ ８６ ０４８（６９９）０１８０ 柿澤・川村

にじの星保育園 さいたま市北区宮原町３－２０９－２ ６０ ０４８（８７１）６６８７ 吉田

大宮日進さくらんぼ保育園 さいたま市北区日進町２－１９１４－７ ９０ ０４８（７８８）２８２０ 新倉

あい音保育園 さいたま市北区宮原町４－３－９ ９０ ０４８（７２９）５８３１ 加藤・山口

東大成ひなた保育園 さいたま市北区東大成町１－６５６－１ ６０ ０４８（７２９）６３０８ 大槻

うぐす保育園日進 さいたま市北区日進町２－１７４６－３ ６０ ０４８（６６１）０８８０ 大木

大宮みちのこ保育園 さいたま市北区植竹町２－６９－６ ８０ ０４８（７８８）１８７８ 綱島

まーぶる保育園 さいたま市北区宮原町１－５３３－３ ８０ ０４８（７７８）８３６０ 山岸・梅山

まーぶるゆうゆう保育園 さいたま市北区宮原町４－９４－３ ９０ ０４８（７２９）８７３０ 山岸・千野

こんばの森保育園 さいたま市北区今羽町６５０－３ ９０ ０４８（７８２）７１５６ 横田・吉野

みずほ保育園大宮大成 さいたま市北区大成町４－４５３－２ ５０ ０４８（６５２）３２４０ 岸・下野

宮原西口クマさん保育所 さいたま市北区日進町３－１５０ ９０ ０４８（６６２）８５８５ 沢目

とろポポロ保育園 さいたま市北区土呂町２－９－１０ ４５ ０４８（６６９）５２１０ 佐藤・橋本

もとの木保育園 さいたま市大宮区堀の内町３－２３６－２ ６０ ０４８（６５０）０２０２ 中嶋

桜花保育園 さいたま市大宮区桜木町４－５５４－１ １００ ０４８（７８２）８２８６ 田仲

らそ保育園 さいたま市大宮区櫛引町１－５７４ ８０ ０４８（６６６）４１４９ 飯島

あおぞらウィンクルム保育園 さいたま市大宮区桜木町１－１８５－２ のびのびプラザ大宮２Ｆ ９０ ０４８（７８２）８７１６ 大野・當眞

太陽の子堀の内保育園 さいたま市大宮区堀の内町１－１７８－１ ７０ ０４８（６５０）６６１１ 樋口

大成たいよう保育園 さいたま市大宮区大成町２－１６１－１ ８０ ０４８（７７８）８６１５ 布崎

みずほ保育園大宮天沼 さいたま市大宮区天沼町１－５０５－２ ６０ ０４８（６５８）３２４０ 松島・絹針

大宮すこやか保育園 さいたま市大宮区吉敷町４－１９７－２ ８０ ０４８（６４０）１１７１ 田代

新都心ひなた保育園 さいたま市大宮区北袋町２－３４３ ９０ ０４８（８７１）５８８１ 柳原

桜花第二保育園 さいたま市大宮区桜木町４－５７０－１ ９０ ０４８（７８２）５９６３ 田仲

保育園ミルキーウェイ大成園 さいたま市大宮区大成町３－２８０ ６０ ０４８（６６７）２３４０ 常山・渡辺

大宮西口ひなた保育園 さいたま市大宮区桜木町４－９２８－１ ９０ ０４８（６４４）９２２７ 川上

大宮ひなた保育園 さいたま市大宮区上小町１１４６－２ １２０ ０４８（６４３）８００４ 三野宮

ゆりかご保育園 さいたま市大宮区東町１－２２２－１ ６９ ※０４８（７２９）８２１３ 荒井

あすなろ保育園 さいたま市見沼区南中野５８２ １１０ ０４８（６８４）６１３２ 井上

やまばと保育園 さいたま市見沼区染谷２－２０３－１ ６０ ０４８（６８５）０８４６ 長谷川

ふたば保育園 さいたま市見沼区東大宮５－２６－１１ ６０ ０４８（６８５）７４３１ 押尾

見沼あかね保育園 さいたま市見沼区大和田町２－１２１８－９ ６０ ０４８（６８８）１１１０ 堀澤

ルミエール保育園 さいたま市見沼区南中丸９３９－５ ６０ ０４８（６８３）１２１６ 植松

アスク東大宮保育園 さいたま市見沼区東大宮２－２３－３ ９０ ※０３（６４５５）８０３６ 福岡
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※採用担当の連絡先

区 施設名称 住所 定員（人） 問合わせ先 見学担当者名

まきば保育園 さいたま市見沼区大和田町１－１３４３－１ ６０ ０４８（６８２）０００２ 河野・秋元

ふたば夢保育園 さいたま市見沼区東大宮７－７０－１１ ９０ ０４８（８１２）４１２６ 近江

きらめき保育園 さいたま市見沼区南中野６８９－１ １００ ０４８（６８２）５５０７ 鹿

大宮みぬま保育園 さいたま市見沼区大和田町２－１６３３－１ １００ ０４８（６８４）６５６８ 米山

蓮沼保育園 さいたま市見沼区蓮沼１００－１ ９０ ０４８（６９９）１６４１ 関口・皆川

あすなろ若葉保育園 さいたま市見沼区南中野６０５ ９０ ０４８（６８０）５３３５ 増田

きらら園 さいたま市見沼区東大宮７－７－９ ５０ ０４８（６８２）０１２０ 岡本

こどものしろ保育園 さいたま市見沼区東大宮４－９－８ ６０ ０４８（７６７）７６７２ 山口・矢澤

はすぬま第二保育園 さいたま市見沼区蓮沼１７８６－１ ９０ ０４８（７１５）１１８７ 對馬・若林

保育園ハニーガーデン さいたま市見沼区南中丸７６０ ６０ ０４８（７９３）４１１３ 小野

保育園ミルキーウェイ東大宮園 さいたま市見沼区東大宮５－４０－１ ９０ ０４８（８８４）９６２４ 辻・砂子

大和田とちのき保育園 さいたま市見沼区大和田町１－２０２２ ９０ ※０４８（５９８）７６０７ 宮下、柴崎

きゃんばす東大宮保育園 さいたま市見沼区東大宮５－２６－１ ９０ ０４８（７９２）０１４２ 山根

きらら西口園 さいたま市見沼区東大宮２－２２－１３ ３６ ０４８（７８８）２８５６ 山田

与野ひなどり保育園 さいたま市中央区本町西２－１－１１ ９０ ０４８（８５２）４２０２ 丸山

あおぞら保育園 さいたま市中央区上落合８－１１－２０ ９０ ０４８（８５７）８８４１ 小澤

与野本町駅前保育所 （愛称）おひさま保育園 さいたま市中央区鈴谷９－５－１８ ７２ ０４８（８４０）１１５１ 山下・柴田

茶々すずや保育園 さいたま市中央区鈴谷５－６－１１ ９０ ０４８（８５７）７１０１ 佐藤

ゆめいろ保育園 さいたま市中央区本町東４－１－５ ９０ ０４８（８４０）５８５０ 相川・岸

そらいろ保育園 さいたま市中央区上落合５－２０－２０ ４５ ０４８（８５３）９０００ 竿尾

南よの虹保育園 さいたま市中央区鈴谷１－１８－６ １２０ ０４８（８５８）１９００ 藤原・向山

さいたまちとせ保育園 さいたま市中央区上落合６－１７－２１ ７０ ０４８（８５７）１１１５ 津田

リトルやまゆり保育園 さいたま市中央区上落合９－１６－３ １００ ０４８（８５８）２５００ 森田・日下部

ココファン・ナーサリーさいたま新都心 さいたま市中央区新都心１１－１ ＪＲさいたま新都心ビル１階 ６０ ※０３（６４３１）１８６１ 吉村・佐藤

みずほ保育園与野新中里 さいたま市中央区新中里３－１４－６ ９０ ０４８（８５１）３２４０ 中西・波若

小鳩保育園　南与野 さいたま市中央区鈴谷２－５３７－１ ９０ ※０４８（７１４）５１１３ 金川

リップル保育園鈴谷 さいたま市中央区鈴谷９－１０－６ ５８ ※０４８（８５４）８６３８ 遠藤

保育園ミルキーウェイ　インターナショナル新都心園 さいたま市中央区下落合４－８－１７ ６５ ０４８（８５３）６９００ 遠藤

スキップ本町保育園 さいたま市中央区本町東６－７－１１ ６０ ０４８（７６７）７９８８ 宮川

保育園ミルキーウェイ与野本町園 さいたま市中央区本町東１－１４－５ ５７ ０４８（８５１）８８２８ 塚口・阿部

保育所まぁむ大宮園 さいたま市中央区上落合８－１－２０ ４９ ※０４８（２４０）０５２２ 新野

浦和ひなどり保育園 さいたま市桜区西堀２－６－２６ １５０ ０４８（８６１）８３１１ 丸山・栗原

聖徳保育園 さいたま市桜区新開２－１７－１３ ８０ ０４８（８６２）１６０１ 草野

わらしべ保育園 さいたま市桜区西堀５－５－３ １２０ ０４８（８６２）３１２３ 山田・髙山

ひまわりＤｏ・Ｄｏ保育園 さいたま市桜区神田５９６－１ １１０ ０４８（８５３）５７７０ 西村・中村

いちご桜保育園 さいたま市桜区田島３－６－７ ６０ ０４８（８３９）１７１７ 大塚

菁莪保育園 さいたま市桜区西堀１－１１－１ ６０ ０４８（８６５）４３２１ 小松

若草保育園 さいたま市桜区南元宿１－１２－２０ ３０ ０４８（８３７）２６６６ 藤巻

ひまわりＤｏ・Ｄｏ第２保育園 さいたま市桜区神田５９５－１ ６０ ０４８（８５３）３２３２ 西村・中村

ニチイキッズさいたま保育園 さいたま市桜区栄和５－１５－３９ ９０ ０４８（８５１）０７１５ 福田・髙橋

わらしべ第二保育園 さいたま市桜区西堀８－３－１３ ９０ ０４８（７１１）２８８５ 舩崎・山田

たじま絆保育園 さいたま市桜区田島３－１３－４ ９０ ０４８（７１１）５６９７ 川名

中浦和たいよう保育園 さいたま市桜区西堀１－５－２６ ９０ ※０４８（８１３）０３００ 河野

エンゼル保育園 さいたま市浦和区神明２－２１－１４ ３５ ０４８（８２２）８６９６ 和田・大野

ひまわり乳児保育園 さいたま市浦和区針ケ谷２－１６－１６ ３０ ０４８（８２７）０７７７ 森本・内野

うらわライトハウス保育園 さいたま市浦和区北浦和３－８－９ ８０ ０４８（８３４）１７１１ 関口

浦和たいよう保育園 さいたま市浦和区高砂２－１－１２ ６０ ０４８（７８９）７２０１ 西山

ココファン・ナーサリー浦和 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２ ５０ ０４８（８７１）２７８０ 塚田

スターチャイルド≪浦和保育園≫ さいたま市浦和区東高砂町２５－７ ６０ ０４８（８７１）０２５０ 森戸

北浦和駅前保育園 さいたま市浦和区元町２－１－３　ライオンズプラザ浦和元町シティ３階 １００ ０４８（８１３）１１７７ 伊藤

輝萌の森浦和園 さいたま市浦和区仲町３－２－２４ ５０ ０４８（６７８）４１９１ 高橋

ココファン・ナーサリー浦和前地 さいたま市浦和区前地２－８－１７ ７０ ０４８（７６４）９６３２ 福嶋

上木崎保育所 さいたま市浦和区上木崎２－６－７ ９０ ０４８（８２３）７０５１ 名古屋・宮古

うらわポポロ保育園 さいたま市浦和区常盤９－１５－１９ ８０ ０４８（７１１）５４５６ 奥野、柏原

常盤たいよう保育園 さいたま市浦和区常盤１０－１９－３１ ９０ ０４８（８１４）３１７７ 柿崎

うぃず針ヶ谷保育園 さいたま市浦和区針ヶ谷１－４－１４ ６０ ０４８（７６７）４２９７ 西村・並木

ふらっとセントラル保育園 さいたま市浦和区高砂３－８－１５　高砂ＳＳビル１・２階 ５０ ０４８（７５５）９８７７ 木村・田口

木崎たいよう保育園 さいたま市浦和区木崎５－１９－７ ９０ ０４８（８１３）０００９ 亘

浦和ひなた保育園 さいたま市浦和区上木崎７－９－１ １２０ ０４８（７９９）２４２７ 照屋

保育園ナチュラル浦和園 さいたま市浦和区前地３－１６－１５ ７５ ０４８（７６７）８３０８ 松本・後藤

元町たいよう保育園 さいたま市浦和区元町２－２１－９ ９５ ※０４８（８３６）１２１２ 池田

アルタキッズ浦和常盤園 さいたま市浦和区常盤２－１０８－１ ７５ ０４８（７６７）８３１６ 深井

南 保育園萌夢 さいたま市南区太田窪４－１７－７ ３０ ※０４８（７１７）４５５１ 萩野・中村

中央

見沼

桜

浦和



※採用担当の連絡先

区 施設名称 住所 定員（人） 問合わせ先 見学担当者名

武蔵浦和Ｊキッズステーション さいたま市南区白幡５－１１－１０ ６０ ０４８（７１０）６６８１ 清水・深井

こびとの森保育園 さいたま市南区白幡３－４－１７ ９０ ０４８（８６１）７３６８ 鈴木・和田

武蔵浦和桑の実保育園 さいたま市南区白幡５－１１－７ ４５ ０４８（８３８）９８０３ 坂倉

南浦和たいよう保育園 さいたま市南区南浦和２－１２－１７ ６０ ０４８（８１３）６０３６ 芳賀・八色

スターチャイルド≪みなみ保育園≫ さいたま市南区別所６－１５－２２ ９０ ０４８（８７２）１０００ 庄子

いちご保育園 さいたま市南区辻４－１１－１２ ９０ ０４８（７８９）７３５１ 喜多

ゆめの樹保育園 さいたま市南区鹿手袋４－１７－２２ ９０ ０４８（８３９）８８８８ 小柳

彩の森保育園 さいたま市南区鹿手袋６－２２－２８ ９０ ０４８（８６６）８１６５ 和田

アスクむさしうらわ保育園 さいたま市南区別所７－１－１２ ６０ ※０３（６４５５）８０３６ 福岡

アートチャイルドケア南浦和 さいたま市南区文蔵２－１５－１２ ６０ ※０３（５４６１）０１２３ 中村

いちご南保育園 さいたま市南区大谷口７１７ １３５ ０４８（８８２）１２３４ 戸井﨑

さいたまたいよう保育園 さいたま市南区南浦和１－２２－１５ ８０ ※０４８（８８７）０８６６ 岡

太陽の子大谷口保育園 さいたま市南区大谷口２３１９－１ １００ ０４８（７１２）０６００ 川島

保育園第二萌夢 さいたま市南区大谷口１４８４－３ ６０ ※０４８（７１７）４５５１ 萩野・中村

ゆめの樹第二保育園 さいたま市南区鹿手袋４－１７－３０ ６０ ０４８（７１１）１４１４ 井原・佐藤

ゆめの星保育園 さいたま市南区南浦和３－５－１６ ＭＤビル２階、３階 ９０ ０４８（７１１）１１５４ 一場・有馬

小鳩保育園南浦和 さいたま市南区南浦和２－４２－１８ ８０ ※０４８（７１４）５１１３ 金川

さい桜保育園 さいたま市南区曲本４－８－２ １００ ０４８（８６５）０１０１ 小島

チャイルドスクエアむさしうらわ さいたま市南区別所６－４－１２ ６０ ０４８（８７２）１７１７ 鈴木・今野

あおば保育園 さいたま市南区沼影１－１１－２ ｽｶｲ＆ｶﾞｰﾃﾞﾝA棟１階 ５０ ※０４８（４３０）１１１７ 荒井

小鳩保育園南本町 さいたま市南区南本町２－２２－２ ９０ ※０４８（７１４）５１１３ 金川

コスモス保育園 さいたま市南区鹿手袋３－１－７ ６０ ０４８（８３７）７９９９ 鯉沼

武蔵浦和クマさん保育所 さいたま市南区鹿手袋５－４－５ ８０ ０４８（８３６）００１１ 高橋

ゆめの駅保育園 さいたま市南区鹿手袋３－１５－２ ９０ ０４８（７１１）２２４５ 横溝

中浦和まりーな保育園 さいたま市南区別所５－１０－１７ ８０ ０４８（８３６）０００１ 黒田

武蔵浦和ひなた保育園 さいたま市南区白幡６－５－８ １２０ ０４８（７６７）３１１４ 岩澤

いちごの里保育園 さいたま市南区曲本５－１０－６ ５０ ０４８（７１１）７１２０ 元山・栗原

保育園ミルキーウェイ　武蔵浦和園 さいたま市南区沼影１－３６－３０ ６０ ０４８（８３９）６３５５ 勝永

はれぞら保育園 さいたま市南区太田窪３１７０ ８０ ０４８（７６７）７１３２ 池田・山本

いちごの花保育園 さいたま市南区鹿手袋３－１５－１３ ６０ ０４８（７６７）６１１６ 栗原・須永

南浦和ひなた保育園 さいたま市南区南浦和１－２９－１４ ６０ ０４８（７６２）７０３７ 三嶋

浦和メープル保育園 さいたま市南区大谷口７６４－１ ９０ ０４８（７１１）８３９１ 丹羽

南浦和クローバー保育園 さいたま市南区南浦和２－２５－１　２階 ４８ ０４８（７６７）７５１３ 山口

保育園ミルキーウェイラムザ園 さいたま市南区沼影１－１０－１　ラムザタワー１階 ６０ ０４８（８６５）３４６８ 細渕

武蔵浦和さくら保育園 さいたま市南区鹿手袋４－１４－１４ ７０ ０４８（７６７）８６４１ 齋藤・佐々木

エンゼル乳幼児園 さいたま市緑区中尾２１７ ９２ ０４８（８７３）６３９５ 和田

こぐま保育園 さいたま市緑区宮本２－７－１８ ７８ ０４８（８７３）０５５８ 増永

東浦和みどり保育園 さいたま市緑区東浦和４－３０－１ １５０ ０４８（８７４）１７１９ 礒部

松木保育園 さいたま市緑区松木１－１９－２１ ６０ ０４８（８１０）５２３７ 伊藤

めだか保育園 さいたま市緑区大間木３－１０－１０ ６０ ０４８（７９５）８０１１ 黛

あいう園美園　浦和美園駅前保育園 さいたま市緑区美園５－５１－２ ９０ ０４８（８７８）７７３３ 相原

みう保育園 さいたま市緑区美園４－５－２７ ６０ ０４８（８７８）１８８８ 石合

けやきの森保育園　芝原園 さいたま市緑区芝原１－１２－２ ８０ ※０４８（６５７）７４７７ 長谷部

あいう園浦和美園　ウイングシティ保育園 さいたま市緑区美園５－４９－１３ ８０ ０４８（８１２）６７５５ 小笠原

東浦和たいよう保育園 さいたま市緑区東浦和４－１４－１ ８０ ０４８（８７３）２２２２ 元木

保育園ナチュラル さいたま市緑区三室１９６４－４ １１０ ０４８（８２９）７７９３ 山下・山田

第２東浦和みどり保育園 さいたま市緑区東浦和７－２０－１１ ７０ ※０４８（８７４）１７１９ 礒部

るい保育園 さいたま市緑区道祖土３－１３－３ ９０ ０４８（７６７）３８３９ 江口

ふらっと保育園 さいたま市緑区原山２－３－２６ １１０ ０４８（７８９）６６５５ 相川・菅野

ブライト保育園浦和美園 さいたま市緑区下野田５０９ ９０ ０４８（８１２）０１９０ 野添

きらり遊愛保育園 さいたま市緑区美園３－８－３ ６０ ０４８（７６２）６７１２ 島田

美園にじのこ保育園 さいたま市緑区下野田４５０ ６０ ０４８（７９９）３５３５ 伍井

浦和みその保育園 さいたま市緑区美園４－１６－１ １２０ ０４８（７６７）４４６５ 伊藤・山口

くまの子倶楽部三室保育園本館 さいたま市緑区三室４９６－１ ９０ ０４８（８７５）６０６７ 大熊

きらりつばさ保育園 さいたま市緑区美園３－２９－６ ９０ ０４８（７１１）１８０８ 島田・笠原

遍照浦和美園保育園 さいたま市緑区美園３－１０－１６ ６０ ０４８（８１２）２２４４ 中野・久住

保育園大きなぞうさん さいたま市緑区美園６－７－１８ ９０ ０４８（７５３）９８８３ 桝田

ステラさいたま大門保育園 さいたま市緑区大門１２２３－１ ９０ ０４８（７６２）８２８２ 伊藤・沼倉

つばき保育園 さいたま市緑区東浦和１－１３－５ ９０ ※０４８（４３０）１１１７ 荒井

アルタキッズ美園駅前園 さいたま市緑区下野田８ １００ ※０４８（７６７）７４８３ 中田

ブルーエレファント保育園 さいたま市緑区大間木７８５ ９０ ０４８（７１２）４７７７ 秋葉

保育園大きなぞうさん浦和中尾 さいたま市緑区中尾３７２５ ８０ ０４８（８１０）６６８８ 佐藤

マロカル保育園 さいたま市緑区東浦和５－２７－４ ７８ ※０８０（７１２１）３５６０ 近藤・山形

緑 アルタキッズ美園東園 さいたま市緑区美園３－１７－６ １００ ※０４８（７５５）９４７９ 澤田

たちばな保育園 さいたま市岩槻区太田１－１０－１９ ６０ ０４８（７５６）１２７５ 小山

南

緑



※採用担当の連絡先

区 施設名称 住所 定員（人） 問合わせ先 見学担当者名

岩槻保育園 さいたま市岩槻区宮町２－１０－３ １１０ ０４８（７５６）３３５０ 馬場・秋山

東武保育園 さいたま市岩槻区飯塚６２４ ９０ ０４８（７９８）５６３２ 宮城

岩槻さくら保育園 さいたま市岩槻区表慈恩寺７２５－２ １２０ ０４８（７９４）６８８８ 大島

東岩槻保育園 さいたま市岩槻区東岩槻２－４－６ ６０ ０４８（７９４）７４５２ 岡田・鷹取

かわいデイナースリー保育園 さいたま市岩槻区平林寺４８７ １２０ ０４８（７５７）２７７７ 金子

リズム保育園 さいたま市岩槻区釣上新田１４２５－３ ４５ ０４８（７９８）３５３５ 小泉

きらり保育園 さいたま市岩槻区釣上新田１４２８ ６０ ０４８（８１２）４８５０ 笠原

美園リズム保育園 さいたま市岩槻区釣上新田６９５ １２０ ０４８（７９７）２９６６ 長谷川・井沢

きらり白妙保育園 さいたま市岩槻区美園東１－６－１１ ６０ ０４８（８７２）７０５０ 笠原

浦和美園まりーな保育園 さいたま市岩槻区美園東１－１２－５ ７０ ※０４８（２９０）０００５ 山岸

岩槻


