
令和3年8月１日現在

（株）mai・chai・mai 
（株）マザーグース 
NPO法人アリスチャイルドメイト 
（有）ベビーヘルパーPOPO 
（有）ティンクルプランニング 
（有）エデュカーレ アイ愛ベビーシッター
（株）ケアサポート金沢 ゆいま～るベビー金沢
（有）ママ・アンド・パパス 
ハニークローバー（株） 名古屋支社
（株）タカミサプライ 中部支社
（株）ケアメイトサービス チャイルドケアサービスぴよぴよ
（株）ポピンズファミリーケア 名古屋支社
オフィス・パレット（株）
（株）トットメイト 
（有）ナゴヤ・ベビーシッター・サービス 
（有）ミミ 
（株）ライフ・テクノサービス 
（株）ママ・サービス 大津支社
（株）ウィズグループ 京都オフィス
（株）アルファコーポレーション アルファ・キッズ・クラブ
（株）ママ・サービス 
イソイズ（株） ポピンズサービス京都
（株）タカミサプライ 関西支社
（株）ポピンズファミリーケア 大阪支社
（株）タスク・フォース ラビットクラブ 大阪本社
（株）ウィズグループ 大阪オフィス
（株）ラヴィ 
（株）パワフルケア 
（株）ママＭＡＴＥ 大阪支店
（株）ママＭＡＴＥ 神戸支店
ファミリエクラブ（株） 
（株）メアリーポピンズ 
（株）ようよ 
（株）ポレ・ポレ 
（株）マイスタイル ポストメイトシッターサービス
ボナミ企画（有） 
（有）ファミリーシッター岡山 
（有）ポピィ 
（株）アイグラン 
（株）ヤクルト山陽 プティット
（株）クラッシー ステラ事業部
（株）マミーズファミリー
（株）イコニコ・カンパニー 
（株）テノ．サポート 
（株）ウィズグループ 福岡オフィス
（株）パワーネット サマンサ
ベビーシッターハーもニー 
（株）テノ．サポート 沖縄支店
ティーアールピージャパン（株）  

http://mai-chai-mai.com/
http://www.mothergoose2.jp
http://www16.plala.or.jp/alice-childmate/
http://www.po-po.net
http://www.tincle.com

http://www.cs-kanazawa.com

http://www.honeyclover.co.jp/
http://www.takamisupply.co.jp
http://www.PIYOPIYO.co.jp
http://www.poppins.co.jp
http://www.office-palette.co.jp
http://www.totmate.jp
http://www.nagoya-moko.jp
http://www.mimi33.net
http://www.life-techno.jp
http://www.mama-service.com/
http://www.orientcarenet.co.jp
http://www.alpha-co.com
http://www.mama-service.com/
http://www.poppins.co.jp/
http://www.takamisupply.co.jp
http://www.poppins.co.jp
http://www.taskforce-pr.co.jp
http://www.orientcarenet.co.jp
http://lavie1.jp
http://www.pcare.jp/
http://www.mama-mate.jp
http://www.mama-mate.jp
https://www.familieclub.com/
http://www.marypoppins.co.jp

http://www.pore2.jp/
http://www.my-style.bz/
http://bonami.cside.com
http://ww35.tiki.ne.jp/̃m-mama
http://www.poppi.co.jp
http://www.airental.co.jp
http://www.petit.gr.jp
http://www.classy-concierge.com/
http://mammys-f.jp
http://www.iconico.jp/
http://www.teno.co.jp/
http://www.with-g.com
http://www.samantha-s.net

http://www.teno.co.jp/
http://www.trpjapan.com/

044-431-3296
0467-59-1157
026-269-8320
025-223-5745
025-228-8099
076-242-8686
076-261-5566
053-433-5675
050-3802-0909
052-684-8161
052-262-9671
052-541-2100
052-562-5005
052-972-6069
052-625-1114
0568-21-3300
059-226-8219
077-534-8762
075-343-6787
0120-086-720
075-213-2636
075-252-2100
06-6343-1313
06-6367-2100
050-3187-9090
06-6267-0300
06-6922-9551
072-681-7465
06-6967-8105
078-592-0790
078-265-2556
078-331-0005
0797-32-2551
0797-71-0888
086-226-3034
086-246-0301
086-270-1403
086-421-1090
082-247-7895
0836-34-1107
088-623-6390
089-947-7881
092-521-1525
092-263-3580
092-712-0366
096-355-5232
096-325-8580
098-867-8040
098-840-3101

神奈川県／川崎市
神奈川県／茅ヶ崎市
長野県／長野市
新潟県／新潟市
新潟県／新潟市
石川県／金沢市
石川県／金沢市
静岡県／浜松市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／名古屋市
愛知県／北名古屋市
三重県／津市
滋賀県／大津市
京都府／京都市
京都府／京都市
京都府／京都市
京都府／京都市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／大阪市
大阪府／高槻市
大阪府／守口市
兵庫県／神戸市
兵庫県／神戸市
兵庫県／神戸市
兵庫県／芦屋市
兵庫県／宝塚市
岡山県／岡山市
岡山県／岡山市
岡山県／岡山市
岡山県／倉敷市
広島県／広島市
山口県／宇部市
徳島県／徳島市
愛媛県／松山市
福岡県／福岡市
福岡県／福岡市
福岡県／福岡市
熊本県／熊本市
熊本県／熊本市
沖縄県／那覇市
沖縄県／糸満市

子どもを預けなければならない緊急事態が起きたときの保育

子どもが病気のときや回復時に保育園などに登園できない場合の保育

小学生の下校後または学童保育終了後の保育
【学童保育への迎え、子どもの自宅までの送り】

全国保育サービス協会 正会員【訪問保育サービス事業者会員】名簿



全国保育サービス協会では、「ベビーシッター資格認定制度」を実施しています。
これは、協会が実施する研修会を修了し、実務経験があるベビーシッターに試験を行って、合格した
人に「認定ベビーシッター」の資格を付与するものです。まさに「家庭訪問保育のプロ」の証です。

全国保育サービス協会 正会員【訪問保育サービス事業者会員】名簿 令和3年8月１日現在

（株）札幌シッターサービス 
（株）しったん 
（有）プロジェクト・ダイナミックス マミーズ・タイム
（株）プリマベーラジャパン 
ル・アンジェ（株） つくば事業所
サンフラワー・A（株） さいたま営業所
ファミリーベル（有） マーマ埼玉
（株）コマーム 
（有）ウィズ 
（株）スマイルパートナー 
（株）ママMATE 
（株）ハッピーナース ミルキーホーム
サンフラワー・Ａ（株） 江東営業所
（株）大崎ホームヘルプサービス 
ｍｏｒｍｏｒ（株） 
サンフラワー・Ａ（株） 恵比寿営業所
（株）シェヴ 
（有）ライフ・リトル 
（株）ネス・コーポレーション 
（株）キンダーネットワーク 
（株）ジャパンベビーシッターサービス 
（株）タカミサプライ 
ル・アンジェ（株） 
（株）ポピンズファミリーケア
（株）ポピンズシッター
（株）ＴＷＯ ＣＡＲＡＴ 
（株）クラッシー クラッシーコンシェルジェTOKYO
コンビスマイル（株） 
（株）ソーシード 
（株）パソナフォスター 
（株）タスク・フォース ラビットクラブ東京本部
（株）小学館集英社プロダクション ベビーシッターのハズ
（株）日本デイケアセンター 
サンフラワー・A（株） 
（株）明日香 東京営業所
（株）赤門マミーサービス 
（株）ミラクス miraxsシッター
（株）アルファコーポレーション 東京本部
（有）メイコーポレーション マミーズサービス
（株）宝珠ベビーケアサービス 
ハニークローバー（株） 
（株）エルパ 
（株）ママＭＡＴＥ 東京支店
（株）子育て支援 
（株）ナチュラル マミー東京
オフィスポケット（株） マーマ本部
アンティーホールディングス（株） 
（株）明日香 横浜営業所
（株）アリス 

http://www.sapporobaby.com
http://www.shittan.jp
http://www.sendaimap.com/mamystime
https://primaverajp.com/
http://www.leange.co.jp
http://www.sunflower-a.com
http://www.family-bell.net/
http://www.comaam.jp
http://withbaby.sakura.ne.jp/
http://smilepartner-japan.com
http://www.mama-mate.jp
http://www.ssss.co.jp/
http://www.sunflower-a.com
http://www.ohsaki-hhs.co.jp/
http://www.mormor.co.jp
http://www.sunflower-a.com
http://www.chezvous.co.jp/
http://www.lifelittle.co.jp
http://www.ness-corpo.co.jp/babysitter/
http://www.kinder-network.com
http://www.jbs-mom.co.jp
http://www.takamisupply.co.jp
http://www.leange.co.jp
http://www.poppins.co.jp
https://smartsitter.jp/
http://loveclover.co.jp/
http://www.classy-concierge.com/
http://www.combismile.co.jp/
https://www.sowseed.jp/
http://pasonafoster.co.jp
http://www.taskforce-pr.co.jp
http://www.shopro.co.jp/has
http://www.nihon-daycare-center.co.jp/
http://www.sunflower-a.com
http://www.g-asuka.co.jp
http://www.akamon-mammy.com
https://www.warabeuta-sitter.com/
http://www.alpha-co.com
http://may-corp.co.jp/
http://www.hoju-baby.jp/
http://www.honeyclover.co.jp/
http://www.music-lpa.com
http://www.mama-mate.jp
http://bonvoyage-tokyo.jp/
http://www.mamytokyo.com/
http://www.office-pocket.co.jp
http://www.aunty-i.com
http://www.g-asuka.co.jp
http://www.alice-net.co.jp

011-281-0511
0155-22-0726
022-221-5133
029-871-7542
029-858-5160
048-648-3450
048-738-2641
048-256-1666
0480-23-4196
043-293-5565
04-7181-8100
04-7171-1102
03-5530-8261
03-3471-2475
03-6276-2149
03-6869-4162
03-5766-6630
03-5454-2233
03-5468-6600
03-6415-8271
03-3423-1251
03-3463-8777
03-3477-1287
03-3447-2100
03-5792-5210
03-3412-1515
03-5426-2288
03-6231-6301
03-4455-3884
03-6734-1280
050-3187-8080
03-3515-6886
03-3293-1581
03-5396-8400
03-6912-0015
03-3818-5299
03-6632-7709
03-5797-7121
03-5791-3481
03-3431-7275
050-3802-0909
03-6426-5764
03-6913-8484
03-6450-4851
0422-37-1312
045-982-7715
045-423-2431
045-316-5515
045-383-6081

北海道／札幌市
北海道／帯広市
宮城県／仙台市
茨城県／牛久市
茨城県／つくば市
埼玉県／さいたま市
埼玉県／春日部市
埼玉県／川口市
埼玉県／久喜市
千葉県／千葉市
千葉県／我孫子市
千葉県／柏市
東京都／江東区
東京都／品川区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／渋谷区
東京都／世田谷区
東京都／世田谷区
東京都／台東区
東京都／中央区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／千代田区
東京都／豊島区
東京都／文京区
東京都／文京区
東京都／文京区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／港区
東京都／武蔵野市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市
神奈川県／横浜市

割引券制度があります。詳しくは10ページをご覧ください。

ベビーシッターの年齢は、20歳代～60歳代と
幅広くいますが、50歳代が最も多く（約3割）、

40歳以上が 7割強を占めています。
子育ての先輩としても安心して

おまかせください。

保育士資格や幼稚園教諭免許を持つ人が
3割強、ABA・ACSA認定ベビーシッター
資格を持つ人が2割強となっています。
その他にも保健師、看護師、助産師、

小学校教諭、養護教諭等の保育関連資格を
持っている人がたくさんいます。

ベビーシッターは、だいじな命（子ども）
とカギ（留守宅）をお守りする責任重大なお仕事です。
そのために、「家庭訪問保育」についてしっかりと

お勉強をしています。

iwashi
長方形




