法人保育園の一覧
施設名

所在地

電話

1 慈愛保育園

〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町1丁目3-7

06-6481-6231

2 かしの木保育園

〒660-0823 兵庫県尼崎市大物町1丁目18-1

06-6401-1255

https://kashinokihoiku.com/recruit.html

兵庫県尼崎市開明町3丁目22

06-6411-8998

https://kashinokihoiku.com/recruit.html

4 尼崎ひまわり保育園

〒660-0862 兵庫県尼崎市開明町2丁目23

06-6412-2746

5 駅前かしの木保育園

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目1

06-6411-6821

https://kashinokihoiku.com/recruit.html

6 あすなろこども園

〒660-0877 兵庫県尼崎市宮内町3丁目141番地

06-6411-0320

http://www.asunaro-hyogo.com

7 若葉保育園

〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町4丁目7-3

06-6482-1153

http://www.wakaba-en.or.jp/

8 梅の花保育園

〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町3丁目12-14

06-6481-4596

http://www.umenohana.com

9 東難波乳児保育所

〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町2丁目10-9

06-6482-4480

http://www.higashinaniwaiyou.com/

10 みどり野保育園

〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町1丁目2-12

06-6401-2246

http://midorino.jesusband.jp
/

開明かしの木こども園
3 保連携型認定こども園
かしの木こども園）

（幼
開明 〒660-0862

ホームページアドレス

11 いまふくゆうゆう保育園

〒660-0812 兵庫県尼崎市今福1丁目2-23

06-4868-5806

12 杉の子保育園

〒660-0811 兵庫県尼崎市常光寺1丁目6-1

06-6401-5035

http://suginoko4901.jp/

13 尼崎たんぽぽ保育園

〒660-0811 兵庫県尼崎市常光寺1丁目10-1

06-6401-0912

http://www.ans.co.jp/n/amagasakit
anpopo/policy.html

14 つくし保育園

〒660-0801 兵庫県尼崎市⾧洲東通3丁目6-4

06-6488-1717

15 尼崎長洲保育園

〒660-0803 兵庫県尼崎市⾧洲本通1丁目15-10

06-6481-1083

http://www.katsuhara.or.jp/

06-6480-5022

http://www.katsuhara.or.jp/

16 尼崎長洲小規模園

〒660-0803 兵庫県尼崎市⾧洲本通1丁目15-10
ｱｽﾄﾘｱⅦ 101-B

17 善法寺保育園

〒661-0973 兵庫県尼崎市善法寺町8-10

06-6492-9041

http://www.zenpouji.com

18 浜つばめ保育園

〒661-0967 兵庫県尼崎市浜1丁目7-44

06-6499-8455

http://www.hamatsubame.com

19 浜保育園

〒661-0967 兵庫県尼崎市浜2丁目20-5

06-6499-9622

http://www.hamahoikuen.co
m

20 汐江ふたば保育園

〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江3丁目3-10

06-6499-3266

21 久々知おもと保育園

〒661-0978 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目4-13

06-6429-8677

22 浜田保育園

〒660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目116

06-6411-0305

23 大島南保育園

〒660-0077

06-6419-3288

兵庫県尼崎市大庄西町2丁目26-18

http://www.kukuchi.jp/index.
html

24 武庫川乳児保育所

〒660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町4丁目8番24号

06-6418-2318

http://mukogawa-iyou.com/

25 いるか保育園

〒660-0063 兵庫県尼崎市大庄北5丁目21-20

06-6416-3183

http://amakko.net/amakko/user/6
023/blog/showDetail.do

26 サカエ保育園

〒660-0055 兵庫県尼崎市稲葉元町3丁目10-7

06-6414-2488

http://amakko.net

27 ゆりかご保育園

〒660-0055 兵庫県尼崎市稲葉元町3丁目20-12

06-6418-3815

http://yurikagohoikuen.com

28 おおしま保育園

〒660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目6-20

06-6416-1670

https://www.oshimahoikuen.com/

29 どいゆうゆう保育園

〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町5丁目36

06-6416-7742

http://raimu.imayuu.com/

30 立花ひよこ保育園

〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町2丁目1517

06-6427-5048

http://www.t-hiyoko.com/

31 おもと保育園

〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町4丁目12-22

06-6437-1516

〒661-0014 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目5-1

06-6429-7464

33 くるみ保育園

〒661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目33-2

06-6427-9794

https://r.sakuradanifukushikai.com/

34 おさなご保育園

〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目21-10

06-6422-6904

http://osanago.jp/

35 おさなご保育園 分園

〒661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町1-4-27

06-6423-0611

http://osanago.jp

36 立花うるま保育園

〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町1丁目17-9

06-6429-3081

http://www.uruma.ed.jp

32

キンダー・メーソ
タチバナ保育園

37 尼崎さくら保育園

〒661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目6-20

06-6428-0367

https://r.sakuradanifukushikai.com/

38 わくわく保育園

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目7-11

06-6439-6969

http://waku89.org/

39 立花南愛児園

〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町3丁目7-6

06-6426-5252

ベビー・メーソン
サカタ保育園

〒661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目20-15

06-6431-6705

41 西武庫みのり保育園

〒661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目23-14

06-6438-3915

http://www.minorihoikuen.net/inde
x.html

42 うるま保育園

〒661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町3丁目10-1

06-6433-6076

http://www.uruma.ed.jp

06-6438-6533

http://ushioekimae-hoikuen.jp/

40

43 潮保育園分園
44 武庫之荘保育園
45 武庫之荘保育園 分園

〒661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目5-1
福冨ビル2F
〒661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目6-18
〒661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目35-2
武庫からたち幼稚園内

06-6433-2263
06-6436-2288

46 武庫コリス保育園

〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目2-8

06-6437-4188

47 むこっこ保育園

〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目11-25

06-6437-4400

http://mukokko.web.fc2.com/

06-6433-2425

http://www.mukosho.jp/

48 武庫庄保育園
49 椀田保育園

〒661-0031 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目2222
〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町3丁目30-3

06-6421-3401

50 潮保育園

〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目6-14

06-6431-6532

http://ushio-hoikuen.jp

51 むこっこ北保育園

〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目33-1

06-6432-7676

http://mukokko.web.fc2.com/

52 博栄保育園

〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目2番5号

06-6423-7816

http://www.hakuei.or.jp

53 南清水保育園

〒661-0985 兵庫県尼崎市南清水39-3

06-6492-2055

http://www.minamishimizu.com

54 けま太陽の子保育園

〒661-0982 兵庫県尼崎市食満3丁目28-3

06-6495-3270

http://suginoko4901.jp/

55 太陽の子保育園

〒661-0984 兵庫県尼崎市御園2丁目14-10

06-6494-5035

http://suginoko4901.jp/

56 田能っ子保育園

〒661-0951 兵庫県尼崎市田能3丁目27-7

06-6494-2100

57 夢の園保育園

〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目4-2

06-4960-8880

http://www.yumekoubou.or.jp/hoik
u/yumesono/page1/main.html

58 ポッポ保育園

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町1丁目228

06-6492-1185

http://poppohoikuen.net/

59 ポッポ保育園 分園

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町1丁目234の1

06-6494-6677

60 園和北保育園

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町3丁目76-16

06-6492-4706

61 猪名の森保育園 分園

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町3丁目75-15

06-4960-0182

62 猪名の森保育園

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町6丁目91-2

06-6492-4811

63 猪名の森保育園 分園

〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町1丁目148
グレースヴィラ園田2.1A号

06-4960-0182

64 園田愛児園

〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺3丁目16-3

06-6491-5400

http://sonoda-aijien.com/

65 上坂部保育園

〒661-0979 兵庫県尼崎市上坂部2丁目30-23

06-6492-5871

http://yoiko-net.jp

66 近松保育園

〒661-0979 兵庫県尼崎市上坂部2丁目6-6

06-6470-3033

67 もみの木保育園

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目2-6

06-6426-7270

http://www.mominoki-h.jp/

68 レオ保育園

〒661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町1丁目12-20

06-6429-8601

http://amakko.net/amakko/user/6
045/blog/showDetail.do

