料金は年齢や入会金などで異なります。詳しくは各施設へお問い合わせ下さい。

認可外保育施設 （託児所・幼児教室・インターナショナルスクールなど）
名前

住所

電話

料金

ホームページ

ラーナ幼児学園

南武庫之荘 2‑16‑6

06‑6436‑0040 1 時間 600 円〜

http://www.larna.jp/larna/

英語保育園さくら

南武庫之荘 5‑13‑5

06‑6432‑0287 1 日預かりのみ

http://www.moriage.net/sakura/index.html

ちびっこランド武庫之荘

南武庫之荘 1‑19‑26

06‑6435‑0585 1 時間 650 円〜

http://www.chibikko‑land.com/

ちびっこランド JR 尼崎

潮江 2‑1‑54

06‑6498‑7676 お問い合わせください お問い合わせください

ちびっこランド そのだ

東園田町 4‑95‑14 共栄ビル 2A

06‑6492‑3745 1 時間 530 円〜

http://www.cl‑sonoda.com/

コスモチャイルド保育園

南武庫之荘 1‑14‑9 福田ビル 2 階

06‑6437‑8541 1 時間 900 円〜

http://www.shinkibus.co.jp/angel/angel̲index.html

NPO 法人保育スペース夢色のテーブル

潮江２ ‑4‑13

06‑4960‑1039 1 時間 550 円〜

http://www7b.biglobe.ne.jp/yumeiro/

ピッコロ 2 保育ルーム

南塚口町 2‑1‑2‑313 さんさんタウン 2 番館 3 Ｆ 06‑4961‑6599 1 時間 500 円〜

http://www.piccolo‑group.jp/2/

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ TREEHOUSE 塚口本町 4‑8‑1( つかしん内 )

06‑4961‑6701 30 分 525 円〜

http://www.tree‑house.jp/tsukaguchi‑kou.htm

J・キッズ

潮江 1‑8‑1‑212

06‑4960‑1231 1 日預かりのみ

お問い合わせください

キッズステーションめぐみ

西立花町 2‑7‑11( めぐみ幼稚園向かい ) 06‑6415‑0818 1 時間 800 円〜

http://www.ama‑megumi.ed.jp/top/menu6/

加治屋ベビーホーム

立花町 1‑27‑2

お問い合わせください

ポポラー尼崎園

浜田町 4‑5 カナートモール浜田町店 2F 06‑4869‑6010 10 分 110 円〜

http://www.rabi‑popo.com/popolar/area/kansai/post‑37.html

スターキッズ

東難波 5‑17‑26

06‑6488‑7726 1 時間 500 円〜

hhttp://www.eonet.ne.jp/ starkids/

のびっこ園尼崎

東難波町 5‑7‑17

06‑6482‑7991 お問い合わせください お問い合わせください

06‑6429‑2634 1 日預かりのみ

マミーズ・ハウス平松の保育ルーム 浜 3‑1‑1 エーベル潮江 2 階

06‑6499‑7975 30 分 500 円〜

http://www.mommys‑house.com/

ヒューマンナーサリー JR 尼崎

潮江１ ‑ ７−１

0120‑91‑7204 30 分 300 円〜

http://www.kidslink.jp/jr‑amagasaki‑station/

パンプキンガーデン塚口

東塚口町 1‑9‑10

06‑6429‑6200 お問い合わせください お問い合わせください

こども部屋 BooBoo

東難波町 2‑8‑2

06‑6487‑0106 1 時間 480 円〜

クオリスキッズ尼崎

上坂部 3‑21‑2

06‑6493‑7177 お問い合わせください お問い合わせください

神愛乳児保育所

西難波町 1‑28‑4 阪神チャペルセンター内 06‑6417‑3001 1 日預かりのみ

http://www.geocities.jp/shinainyuujihoikusho/

柊の里保育園

北大物町 2‑4

06‑6401‑3933 1 日預かりのみ

お問い合わせください

はるか家庭保育所

常吉 2‑6‑1

06‑6433‑3203 お問い合わせください お問い合わせください

にじっこくらぶ

南武庫之荘３

あゆみのいえ

塚口町 6‑53‑7

06‑4961‑6760 1 時間 900 円〜

http://www.smile‑heart.co.jp/3

ぷらっと

南塚口町 2‑4‑23 アラカサビル 4 階

06‑6421‑8841 1 時間 700 円〜

http://hccweb5.bai.ne.jp/broad‑bean/puratto.html

http://www.kids‑boo.com/

午前預かり 2000 円〜 http://hccweb1.bai.ne.jp/nijikko/

見学の重要性「よい保育施設の選び方十か条 http://www1.mhlw.go.jp/topics/hoiku/tp1212‑1̲18.html」

買い物中などの一時預かり：ショッピングモールや商店街
三和商店街「MiA ステイション」

三和本通り

1 時間 300 円（水・金のみ） http://www.mijikana.com/sanwa/

杭瀬栄町 EAST 商店街「スクスク」 杭瀬栄町商店街隣の杭瀬会館
イオン尼崎「ラビキッズワールド

お問い合わせください お問い合わせください
06‑6492‑3100 1 時間 800 円〜

http://www.seiha.com/

ららぽーと甲子園「ラビキッズワールド」 西宮市甲子園八番町 1‑100

0798‑41‑2300 1 時間 800 円〜

http://www.seiha.com/

甲子園球場「キッズルーム」

西宮市甲子園町 1‑82

0798‑41‑8415 試合開催中 30 分 600 円 http://www.the0123child.com/personal/area/kinki/koushien‑kids‑room.php

IKEA ｢スモーランド｣

神戸市中央区港島中町 8‑7‑1

078‑304‑7000 無料

次屋 3‑13‑18 イオン尼崎店 1F

http://www.ikea.com/jp/ja/store/kobe/services
※料金、電話番号の記載が無いところもあります。

その他
ベビーシッター「リトルマム」 http://www.littlemom.jp/mom/
相互支援「AsMama」 http://asmama.jp/

