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【東京都】

大田区

東急多摩川線 下丸子駅 …徒歩3分 グローバルキッズ 武蔵新田園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/862

東急池上線 千鳥町駅 …徒歩4分 グローバルキッズ 千鳥町園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/127

京急 雑色駅 …徒歩3分 グローバルキッズ 雑色園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/59

京急 雑色駅 …徒歩9分 グローバルキッズ 西六郷園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/785

京浜東北線 大森駅 …徒歩3分 グローバルキッズ 大森山王こども園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/770

都営浅草線 西馬込駅 …徒歩13分 グローバルキッズ 上池台園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/861

江東区

東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 …徒歩1分 グローバルキッズ 清澄白河園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/119

東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 …徒歩2分 グローバルキッズ 深川森下園（分園） https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/86

東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 …徒歩３分 グローバルキッズ 常盤園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/120

東京メトロ東西線 東陽町駅 …徒歩6分 グローバルキッズ 江東亀戸サテライト 竪川園（本園） https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/113

都営大江戸線 清澄白河駅 …徒歩2分 グローバルキッズ 深川森下園（分園） https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/86

都営大江戸線 清澄白河駅 …徒歩4分 グローバルキッズ 常盤園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/120

都営新宿線 菊川駅 …徒歩1分 グローバルキッズ 森下園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/117

都営新宿線 森下駅 …徒歩5分 グローバルキッズ 深川森下園（分園） https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/86

都営新宿線 森下駅 …徒歩7分 グローバルキッズ 常盤園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/120

総武線・東武亀戸線 亀戸駅 …徒歩2分 めばえ保育ルーム 芦花公園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/882

総武線・東武亀戸線 亀戸駅 …徒歩3分 グローバルキッズ 江東亀戸サテライト 竪川園（本園） https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/113

品川区

東急大井町線 荏原町駅 …徒歩2分 グローバルキッズ 荏原町保育園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/78

東急目黒線 不動前駅 …徒歩5分
ウィズブック保育園 西五反田園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/850

ＪＲ山手線・東急池上線 五反田駅 …徒歩7分

りんかい線 天王洲アイル駅 …徒歩3分 ウィズブック保育園 天王洲園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/851

東京急行電鉄池上線 荏原中延駅 …徒歩10分 ウィズブック保育園 荏原園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/829

京急本線 大森海岸駅 …徒歩9分
ウィズブック保育園 大森海岸園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/852

京急本線 立会川駅 …徒歩10分

世田谷区

東急　大井町線 上野毛駅 …徒歩1分 グローバルキッズ 上野毛園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/126

東急　大井町線 上野毛駅 …徒歩3分 めばえ保育ルーム 上野毛 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/877

東急　世田谷線 松陰神社前駅 …徒歩1分 グローバルキッズ 松陰神社駅前保育園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/116

東急　世田谷線 西太子堂駅 …徒歩6分 ウィズブック保育園 リトルパルズ・アカデミー https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/896

東急　田園都市線 用賀駅 …徒歩6分 めばえ保育ルーム 用賀 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/891

東急　田園都市線 三軒茶屋駅 …徒歩9分 ウィズブック保育園 リトルパルズ・アカデミー https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/896

東急　田園都市線 用賀駅 …徒歩11分 グローバルキッズ 用賀園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/352

小田急小田原線 千歳船橋駅 …徒歩5分 めばえ保育ルーム 千歳船橋 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/888

小田急小田原線 下北沢駅 …徒歩5分
めばえ保育ルーム 下北沢 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/885

京王井の頭線 下北沢駅 …徒歩5分

都営地下鉄大江戸線 落合南長崎駅 …徒歩7分 グローバルキッズ 西落合保育園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/100

板橋区

都営地下鉄三田線 高島平駅 …徒歩4分 グローバルキッズ 高島平小規模保育園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/75

都営地下鉄三田線 板橋本町駅 …徒歩3分 グローバルキッズ 板橋園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/163

都営地下鉄三田線 板橋本町駅 …徒歩6分
グローバルキッズ 清水町小規模保育園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/164

都営地下鉄三田線 本蓮沼駅 …徒歩6分

文京区

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅 …徒歩6分 グローバルキッズ 茗荷谷園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/873
東京メトロ 

(丸の内線/南北線)
後楽園駅 …徒歩8分 グローバルキッズ 春日園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/122

中央・総武線 飯田橋駅 …徒歩6分

グローバルキッズ 後楽二丁目園（分園） https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/83東京メトロ 
 (東西線/有楽町線/南北線)

飯田橋駅 …徒歩6分

都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 …徒歩6分

新宿区

東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 …徒歩2分 グローバルキッズ 愛住町園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/736

中央・総武線 飯田橋駅 …徒歩7分

グローバルキッズ 神楽坂園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/55東京メトロ 
 (東西線/有楽町線/南北線)

飯田橋駅 …徒歩7分

都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 …徒歩7分

足立区 日暮里舎人ライナー 高野駅 …徒歩5分 グローバルキッズ 高野駅前こども園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/911

杉並区
東京メトロ 東高円寺駅 …徒歩7分

ウィズブック保育園 東高円寺園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/853
東京メトロ 新高円寺駅 …徒歩8分

千代田区

ＪＲ中央・総武線

飯田橋駅 …徒歩8分 グローバルキッズ 飯田橋園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/101東京メトロ 
 (東西線/有楽町線)
都営地下鉄大江戸線

中野区 東京メトロ丸の内線 中野新橋駅 …徒歩1分 グローバルキッズ 中野新橋園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/132

練馬区 西武鉄道 富士見台駅 …徒歩2分 ウィズブック保育園 富士見台園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/854

三鷹市 京王井の頭線 三鷹台駅 …徒歩3分 めばえ保育ルーム 三鷹台 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/890

港区 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 …徒歩3分 グローバルキッズ 六本木 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/868

目黒区 東急東横線 都立大学駅 …徒歩7分 めばえ保育ルーム 都立大学 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/879

【神奈川県】

横浜市青葉区藤が丘 東急 田園都市線 藤が丘駅 …徒歩5分 グローバルキッズ 藤が丘園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/143

横浜市磯子区 京浜東北・根岸線 磯子駅 …徒歩4分 グローバルキッズ 磯子保育園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/855

横浜市戸塚区 東海道本線

戸塚駅 …徒歩4分 グローバルキッズ 戸塚第二保育園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/141
横浜市戸塚区 横須賀線・総武線（快速）

横浜市戸塚区 湘南新宿ライン

横浜市戸塚区 横浜市交通局ブルーライン

横浜市港北区 東急東横線 大倉山駅 …徒歩6分 グローバルキッズ 綱島SST保育園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/162

横浜市港北区 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅 …徒歩17分 グローバルキッズ 下田町園 https://hoikushibook.com/job/recruit/detail/144
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