
「企業主導型保育所」の利用について 

当社従業員の仕事と家庭の両立支援(ワークライフバランス)を目的に、新しく開始された国の制度である 

「企業主導型保育事業」を活用し、2017 年 4 月より全国に当社従業員向けの保育園を設置します。 

当社従業員はもちろん、地域住民の方々や当社と契約した企業の従業員の方がご利用いただけます。 

保育園の利用を希望される方は、以下内容をご確認のうえお問い合わせください。 

   

<当社従業員の利用について> 

■医療機関、介護拠点、保育施設、語学スクール等に勤務している従業員 

「入園申込書」に必要事項を記入し、拠点長に提出のうえ、自分の所属する支店に提出。 

※入園申込書は自分の所属する支店に連絡し入手してください。 

■支社・支店に勤務している従業員 

「入園申込書」に必要事項を記載のうえ、自分の所属する支社・支店の支社長、支店長に提出。 

※入園申込書は「業務サイト」にてダウンロードしてください  

＊月 16 日以上この保育園を利用する社員には、子ども 1 人あたり月 5,000 円の「保育利用手当」が支給されます。詳しくは

所属する部署、あるいは支店・支社に連絡のうえ所定の様式を入手し申請を行ってください。 

<近隣にお住まいの方> 

一般企業等にお勤めの方、支給認定(2 号・3 号認定)を受けている方がご利用いただけます。 

次ページ「全国開園保育所一覧」 をご確認のうえ、利用を希望する保育園まで直接お電話でお問い合わせください。 

 

<法人利用枠を希望される企業・法人様> 

自社従業員の当社保育園利用枠を希望される企業・法人の方は、ニチイキッズサイトお問合せフォームよりお問い

合わせください。►http://www.nichiikids.net/contact/index.html 

 

▼保育園一覧 

利用いただける保育園については、次ページ「全国開園保育所一覧」よりご確認ください。  

※各保育園の詳細、園の様子についてはニチイキッズサイト内「保育園紹介」 ページ をご確認ください。        

►http://www.nichiikids.net/nursery/index.html 

http://www.nichiikids.net/contact/index.html
http://www.nichiikids.net/nursery/index.html
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全国開園保育所一覧 2017/2/9時点

支店名

1 青森 青森県青森市本町1-6-15 ニチイキッズ青い森保育園 017-735-5942
（ニチイ学館青森支店）

18名

2 盛岡 岩手県盛岡市本宮4-3-5 ニチイキッズ盛岡もとみや保育園 019-621-5252
（ニチイ学館盛岡支店）

18名

3 盛岡 岩手県北上市本通り4-13-8 ニチイキッズ北上本通り保育園 019-621-5252
（ニチイ学館盛岡支店）

18名

4 秋田 秋田県秋田市広面蓮沼104-1　 クリーンセラミックマンション1階 ニチイキッズ秋田はすぬま保育園 018-832-8084
（ニチイ学館秋田支店）

18名

5 仙台 宮城県仙台市若林区新寺3-2-7　 ヤカタビル1階 ニチイキッズニッセイみらい仙台しんてら保育園 022-742-1720 18名

6 仙台 宮城県大崎市古川駅前大通2-5-28　笹原ビル1階 ニチイキッズ古川えきまえ保育園 022-263-4052
（ニチイ学館仙台支店）

18名

7 山形 山形県山形市若葉町12-19 ニチイキッズ山形わかば保育園 023-631-7064
（ニチイ学館山形支店）

18名

8 山形 山形県酒田市新井田町14番地 ニチイキッズ酒田にいだ保育園 023-631-7064
（ニチイ学館山形支店）

18名

9 福島 福島県福島市泉字道下9-1 ニチイキッズ福島いずみ保育園 024-524-2833
（ニチイ学館福島支店）

18名

10 福島 福島県郡山市冨田町字塩の草45-9 ニチイキッズ郡山とみた保育園 024-524-2833
（ニチイ学館福島支店）

18名

11 前橋 群馬県前橋市古市町1-50-1　 吉野屋ビルリーフコート1F ニチイキッズ新前橋駅前保育園 027-210-3147
（ニチイ学館前橋支店）

18名

12 宇都宮 栃木県宇都宮市下戸祭1-12-15 ニチイキッズ星が丘通り保育園 028-624-3667
（ニチイ学館宇都宮支店）

18名

13 宇都宮 栃木県小山市東城南5-28-2 ニチイキッズおやま東城南保育園 028-624-3667
（ニチイ学館宇都宮支店）

18名

14 水戸 茨城県水戸市白梅2-9-11 ニチイキッズニッセイみらい水戸保育園 029-227-3879
（ニチイ学館水戸支店）

18名

15 水戸 茨城県土浦市桜町3-14-18　さくらメディカルビル2階 ニチイキッズ土浦さくら保育園 029-891-0855 18名

16 横浜南 神奈川県平塚市宝町1-1　平塚ラスカ南館2階 ニチイキッズ平塚ラスカ保育園 025-245-3913
（ニチイ学館横浜南支店）

12名

17 新潟 新潟県新潟市中央区白山浦2-660-1 ニチイキッズはくさんうら保育園 025-245-3913
（ニチイ学館新潟支店）

18名

18 長岡 新潟県長岡市川崎6-866-7　(ルージェス川崎内) ニチイキッズ長岡かわさき保育園 0258-30-1837
（ニチイ学館長岡支店）

18名

19 富山 富山県富山市二口町1-2-4 ニチイキッズとやま光陽保育園 076-441-9179
（ニチイ学館富山支店）

18名

20 金沢 石川県金沢市駅西本町4-3-1 ニチイキッズかなざわ保育園 076-237-3083 18名

21 名古屋 愛知県名古屋市中村区栄生町8-11　1 マーベラス栄生1F ニチイキッズニッセイみらい栄生保育園 0258-30-1837
（ニチイ学館名古屋支店）

18名

22 岐阜 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6　カラフルタウン岐阜1階 ニチイキッズぎふ保育園 058-322-7455 15名

23 大津 滋賀県大津市御幸町1-5　シャンドランジュ1階 ニチイキッズ大津駅前保育園 077-526-3643
（ニチイ学館大津支店）

14名

24 京都 京都府向日市寺戸町七ノ坪139
ベアティ洛西口2-B ニチイキッズ洛西口第二保育園 075-935-7035 18名

25 大阪 大阪府大阪市天王寺区上本町8-2-1　クライス上本町1階 ニチイキッズ上本町保育園 06-6341-1718
（ニチイ学館大阪支店）

18名

30 堺東 大阪府堺市堺区竜神橋町2-3-1 ニチイキッズ堺駅前保育園 072-225-1633
（ニチイ学館堺東支店）

18名

26 奈良 奈良県奈良市三条本町4-32 ニチイキッズ奈良三条保育園 0742-24-9433
（ニチイ学館奈良支店）

18名

27 神戸 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-14 ニチイキッズニッセイみらい神戸三宮保育園 078-271-1893
（ニチイ学館神戸支店）

18名

28 神戸 兵庫県加古川市野口町二屋1-1 ニチイキッズ加古川野口保育園 078-271-1893
（ニチイ学館神戸支店）

18名

29 和歌山 和歌山県和歌山市三木町中ノ丁15　 和歌山フコク生命ビル2F ニチイキッズみきまち保育園 073-436-2310
（ニチイ学館和歌山支店）

18名

31 岡山 岡山県岡山市北区津島新野1-5-26 ニチイキッズつしま新野保育園 086-231-8492
（ニチイ学館岡山支店）

18名

32 広島 広島県広島市中区榎町2-15 ニチイキッズ十日町保育園 082-247-4268
（ニチイ学館広島支店）

18名

33 徳山 山口県周南市久米ひばりが丘327-228 ニチイキッズひばりヶ丘保育園 0834-31-8559
（ニチイ学館徳山支店）

18名

34 松江 島根県松江市上乃木4-30-34 ニチイキッズまつえ上乃木保育園 0852-26-4747
（ニチイ学館松江支店）

18名

35 高松 香川県高松市天神前11-27 ニチイキッズ高松天神前保育園 087-822-7104
（ニチイ学館高松支店）

18名

36 高知 高知県高知市南御座7-36 ニチイキッズニッセイみらい南御座保育園 088-825-1038
（ニチイ学館高知支店）

18名

37 徳島 徳島県徳島市北田宮三丁目1-7-1 ニチイキッズ北たみや保育園 088-654-7552
（ニチイ学館徳島支店）

18名

38 福岡 福岡県福岡市博多区堅粕5-8-15　リアリティ博多Ⅱ 1階 ニチイキッズニッセイみらい博多保育園 092-713-7343
（ニチイ学館福岡支店）

18名

39 福岡 福岡県福岡市早良区百道浜2-1-22　福岡SRPセンタービル1階 ニチイキッズ福岡百道浜保育園 092-713-7343
（ニチイ学館福岡支店）

18名

40 福岡 福岡県福岡市中央区渡辺通り1-8-17 ニチイキッズ渡辺通り保育園 092-713-7343
（ニチイ学館福岡支店）

18名

41 佐賀 佐賀県佐賀市鍋島3-5-15　 コスモ壱番館1F ニチイキッズ佐賀医大通り保育園 0952-22-5010
（ニチイ学館佐賀支店）

18名

42 長崎 長崎県長崎市新地町8-16　ミナトパークビル2F ニチイキッズ長崎新地保育園 0952-22-5010
（ニチイ学館長崎支店）

18名

43 大分 大分県大分市羽屋188-1 ニチイキッズ羽屋保育園 097-534-7971
（ニチイ学館大分支店）

18名

44 熊本 熊本県熊本市中央区保田窪1-5-6　サンウイングス1F ニチイキッズほたくぼ保育園 096-322-3227
（ニチイ学館熊本支店）

18名

45 宮崎 宮崎県宮崎市錦町1-10　宮崎グリーンスフィア壱番館2階 ニチイキッズ宮崎駅前保育園 0985-29-7350
（ニチイ学館宮崎支店）

18名

46 鹿児島 鹿児島県鹿児島市荒田2-76-11 ニチイキッズあらた保育園 099-226-8385
（ニチイ学館鹿児島支店）

18名

47 那覇 沖縄県那覇市田原4丁目9-15 ニチイキッズニッセイみらい小禄保育園 098-861-2635
（ニチイ学館那覇支店）

18名

電話番号 定員No
保育園所轄支店

住所 保育園名

株式会社　ニチイ学館


