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ミルキーホームグループ 
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株式会社サニースタッフ 

株式会社ハッピ－ナ－ス 社会福祉法人きらぼし 
 

千葉県柏市増尾台３－６－４１ 

  E-Mail mi@ssss.co.jp ＵＲＬ http://www.ssss.co.jp 

アットホームなあったかホーム 

ミルキーホーム 
行くのが楽しくなっちゃう♪ 

mailto:mi@ssss.co.jp
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株式会社サニースタッフ・株式会社ハッピーナース・社会福祉法人きらぼしは、 

ミルキーホームグループとして首都圏で保育事業を展開しております。 

 

認可保育園、地域型認可保育園、事業所内保育事業園および東京・神奈川・千葉の駅近で

の自主運営保育園（一部 24 時間保育）など、直営保育園１８園を経営しております。この他に

病院・企業・施設内の保育所運営請負を１5 園おこなっています。 

併せて、首都圏を対象エリアとしてベビーシッターサービスを行っており、保護者様から

大きな信頼をいただいております。創業３８年に迎えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミルキーホームグループ 

会 社 案 内 
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 ■企業概要 

商   号 株式会社サニースタッフ 

本社所在地 〒277-0052千葉県柏市増尾台 3-6-41 

直営保育園 

 認可保育園  ・ミルキーホーム四街道園（千葉県四街道市） 

〃   ・ミルキーホーム天王台園（千葉県我孫子市） 

〃   ・ミルキーホーム東菅野園（千葉県市川市） 

小規模保育園 ・ミルキーホーム南大泉Ⅰ（東京都練馬区） 

   〃   ・ミルキーホーム南大泉Ⅱ（東京都練馬区） 

    〃   ・ミルキーホームみどり園 （千葉県四街道市） 

認可外保育園 ・ミルキーホーム柏 園（千葉県柏市） 

〃   ・ミルキーホーム亀戸園（東京都江東区） 

〃   ・ミルキーホーム小岩園（東京都江戸川区） 

代表者 代表取締役 岡崎 玲子 

創 業 1981 年（昭和 56年）7月 14 日 

資本金 １，０００ 万 円 

事業内容 保育所経営１０園 

年 商 ５億９千万円(平成２９年度) 

取引銀行 三井住友銀行柏支店、千葉銀行柏支店、京葉銀行柏支店 

関係会社 株式会社ハッピーナース 社会福祉法人きらぼし 

主な取引先 個人、企業、学校関係、自治体、保険会社、美容室等 

運営規模 直営保育所の定員総数：３２１名、職員総数：１２０名（含パート） 

 

商   号 

株式会社ハッピーナース 
・内閣府（公益社団法人全国保育サービス協会）ベビーシッター割引券取扱 

認定事業者 

・公益社団法人全国保育サービス協会正会員 

本社所在地 〒277-0052千葉県柏市増尾台 3-6-41 

直営保育園 

認可保育園  ・ミルキーホーム都賀園（千葉県千葉市） 

〃   ・ミルキーホームもねの里（千葉県四街道市） 

     〃   ・ミルキーホーム本八幡みなみ園（千葉県市川市） 

小規模保育園 ・ミルキーホーム新松戸園（千葉県松戸市） 

〃   ・ミルキーホーム本八幡きた園（千葉県市川市） 

 公設民営保育園・江古田１丁目保育室（東京都中野区） 

事業所内保育園・ミルキーホーム川越園（埼玉県川越市） 

認可外保育園 ・ミルキーホーム川崎園（神奈川県川崎市） 

代表者 代表取締役 岡崎 玲子 

創 立 2006 年（平成１８年）８月１０日 
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資本金 ３００ 万 円 

事業内容 
保育所経営 8 園、病院内・企業内保育所運営請負１３園、 

ベビーシッターサービス 

年 商 ７億６千万円（平成２９年度） 

取引銀行 三井住友銀行柏支店、千葉銀行柏支店 

関係会社 株式会社サニースタッフ、社会福祉法人きらぼし 

主な取引先 個人、病院、企業、保険会社、専門学校、自治体、美容室等 

運営規模 直営保育園の定員総数：２９６名、保育者総数：２６０名（含パート） 

 

 

商   号 社会福祉法人 きらぼし 

主たる事務

所 
〒270-0143 千葉県流山市向小金 3-174-1 

直営保育園  認可保育園 ・ミルキーホーム向小金園（流山市） 

理事長 岡崎 玲子 

創 立 2016年（平成 28 年）9 月 15 日 

資産の総額 １億４千万円 

事業内容 第二種社会福祉事業 保育所の経営 

年 商 ８千万円 

取引銀行 三井住友銀行柏支店、千葉銀行柏支店、京葉銀行柏支店 

関係会社 株式会社サニースタッフ、 株式会社ハッピーナース  

運営規模 直営保育所の定員総数：90 名、職員総数：１９名 

 

 

■経営理念 
1. （未来を見つめ） 

日本の今を俯瞰し、「より良い未来」に向かって、需要に応える事業を推進します。 

2. （保育の分野で） 

子どもの幸福のため且つ、子育て家庭支援のため、専門力を結集して感動の保育サ 

ービスを提供します。 

3. （日本に貢献します。） 

安心してこどもを産み、育てられる環境整備の一翼を担い、日本の社会・経済に貢献 

します。 

 

 

■保育園運営方針（こんな保育園を作りたい） 
1.  (保育所保育指針に則り) 
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保育所保育指針に基づいた保育を行います。 

2. （質の高い保育を） 

自らの学びと学び合い協力し合う風土と組織の中で、質の高い保育を環境・日々の保

育・様々な行事・体験を通して提供します。 

3. （柔軟な体制で） 

各ご家庭の状況や地域のニーズに応じ、柔軟に対応できる体制を整えます。  

 4. （子どもたちには楽しい園生活を） 

子どもが「先生大好き！」「保育園に行くのが楽しい！」「お友達と遊びたい！」と思 

える園をつくります。 

5. （保護者様には安心を提供します） 

安心してお子様を託すことができる園をつくります。 

 

 

■保育理念（こんな保育がしたい） 
1. （保育の環境） 

異年齢児交流を取り入れ、家庭にいるような落ち着いた雰囲気の中で、こどもが楽 

しく元気に過ごせるよう 快適な保育環境を提供します。 

2. （子どもたちの学び） 

［情操面］［健康面］［社会性］に配慮し、楽しい園生活の中で無理なく自然に多面的 

な学びができます。 

3. （子育てのサポート） 

保育者は、専門的な知識･技術･人間性を常に磨き、保護者様との信頼関係のもと、 

子育てにおいて良きパートナーとなります。 

 

 

■保育方針（具体的な保育方針） 
1. （のびのび保育） 

子どもたちが、のびのびと楽しく過ごせるよう、温かな雰囲気の中で楽しく遊び、 

自然にルールやマナー、協調性を養う。 

  2.（健康増進） 

天気のよい日は、毎日戸外で元気いっぱい遊び、健康な身体づくりをする。 

3. （食育） 

「食」に関する楽しい経験と食べ物へ感謝する心を育てる。  

4.（自然との調和） 

自然や生物に触れることで興味・関心を持ち、環境や生命を大切にする心を育む。 

5. （情操教育） 

五感を使ったさまざまな遊びや体験の機会を多く持ち、豊かな感性を引き出す。 

 

 

■保育目標（目指す子ども像） 
1. 元気なあいさつ 明るい子 
2. 思いやりのある 優しい子 

3. 好奇心旺盛な 輝く子 
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■ 株式会社サニースタッフ 沿革 

 

1981年 7月 『ミルキーホーム  柏園』（柏市）   開設 

1983年 12月 株式会社サニースタッフとして法人化 

1984年 2月 『ミルキーホーム松戸園』（松戸市）  開設 

1984年 11月 『ミルキーホーム亀戸園』（江東区）  開設 

1986年 4月 『ミルキーホーム船橋園』（船橋市)  開設 

1990年 7月 『ミルキーホーム小岩園』（江戸川区） 開設 

1995年 10月 『ミルキーホーム湯島園』（文京区）  開設 

2013年 4月 本社を自社ビル（柏市増尾台３－６－４１）に移転 

2014年 4月 千葉県認可保育園『ミルキーホーム四街道園』（四街道市）開設 

2017年 4月 千葉県認可保育園『ミルキーホーム天王台園』（我孫子市）開設 

2017年 4月 東京都小規模保育園『ミルキーホーム南大泉Ⅰ＆Ⅱ』（練馬区）開設 

2017年 11月 千葉県認可保育園『ミルキーホーム東菅野園』（市川市）開設 

2018年 4月  千葉県小規模保育園『ミルキーホームみどり園』（四街道市）開設 
 
 
 
 
■ 株式会社ハッピーナース 沿革 

 

2006年 8月  設立  

2006年 8月 ベビーシッターサービス開始 

2006年 8月 松戸市内   病院内保育所 運営受託 

2007年 8月 鎌ヶ谷市内 病院内保育所 運営受託 

2007年 9月 川越市内  企業内保育所 運営受託 

2008年 1月 『ミルキーホーム市川園』 （市川市）   開設 

〃 『ミルキーホーム川越園』 （川越市）   開設 

〃 『ミルキーホーム都賀園』 （千葉市）   開設 

〃 『ミルキーホーム川崎園』 （川崎市）   開設 

〃 『ミルキーホーム新松戸園』（松戸市）   開設 

2008年 4月 『ミルキーホーム本八幡園』(市川市)   開設 

2008年 4月 八潮市内 特別養護老人ホーム 施設内保育所  運営受託 

2009年 10月 船橋市内  病院内保育所 運営受託 

2011年 7月 財団法人こども未来財団より『ベビーシッター育児支援事業割引券取

扱業者』の認定を得る 

2011年 11月 社団法人全国ベビーシッター協会（現・公益社団法人全国保育サービス

協会）正会員となる 

2013年 4月 本社を柏市増尾台３－６－４１ に移転 

2013年 7月 船橋市内 特別養護老人ホーム 施設内保育所   運営受託 
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2014年 6月 川越市内  病院内保育所 運営受託 

2015年 6月 東京都西東京市内 病院内保育所   運営受託 

2016年 4月 

東京都墨田区内 病院内保育所 運営受諾   

運営受託『ミルキーホーム都賀園』を「認可保育園」に移行 

『ミルキーホーム新松戸園』を松戸市認可「小規模保育」に移行 

2017年 4月 

千葉県認可保育園『ミルキーホームもねの里』開設 

千葉県認可保育園『ミルキーホーム本八幡みなみ園』開設 

『ミルキーホーム本八幡園』を『ミルキーホーム本八幡きた園』とし 

て市川市認可「小規模保育」に移行 

2018年 4月 
中野区立『江古田１丁目保育室』開設 

四街道市内 病院内保育所 運営受諾 

2018年  8月 成田市内 病院内保育所 運営受諾 

2018年  9月 印西市内 企業内保育所 運営受諾 

2018年 10月 千葉市内 企業内保育所 運営受諾 

2018年 11月 
川越市内 特別養護老人ホーム内保育所 運営受諾 

東京都葛飾区内 病院内保育所 運営受諾 

 

 

■ 社会福祉法人きらぼし 沿革 

 

2016年 9月  設立  

2017年 4月 認可保育園『ミルキーホーム向小金園』 開設 

 

■株式会社サニースタッフ 直営保育園 所在地 

認可保育園  ミルキーホーム四街道園（定員 60名） 

       〒284-0003 千葉県四街道市鹿渡 1124-3 ☎043-432-2200 

                 

認可保育園  ミルキーホーム天王台園（定員 70名） 

       〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台 1-47 ☎04-7181-0011 

 

認可保育園  ミルキーホーム東菅野園（定員 38名） 

       〒272-0823 千葉県市川市東菅野 2-19-2 ☎047-323-7755 

 

小規模保育園 ミルキーホーム南大泉Ⅰ（定員 19名） ☎03-6904-6691 

（地域型認可）  ミルキーホーム南大泉Ⅱ（定員 19名） ☎03-6904-6692 

   〒178-0064 東京都練馬区南大泉 4-30-12 

 

小規模保育園 ミルキーホームみどり園（定員 19名） ☎043-432-0800 

（地域型認可）  〒284-0003 千葉県四街道市鹿渡 1150-91 
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認可外保育園 ミルキーホーム柏園（定員 10名）    ☎04-7163-2182 

       〒277-0021 千葉県柏市中央町 5-6穂高柏第 2ブラザーズ                 

認可外保育園  ミルキーホーム亀戸園（定員 56名）   ☎03-3681-4311 

            〒136-0071 東京都江東区亀戸 5-12-10中西レジデンス 1Ｆ 

認可外保育園  ミルキーホーム小岩園（定員 30名）   ☎03-3671-3070 

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩 1-28-18ドミールオオキ１Ｆ 

     

■株式会社ハッピーナース 直営保育園 所在地 

認可保育園  ミルキーホーム都賀園（定員 50名） 

       〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀 3-8-1  ☎043-235-1077 

 

認可保育園  ミルキーホームもねの里（定員 60名） 

       〒284-0016 千葉県四街道市もねの里 5-19-5 ☎043-424-0055 

 

認可保育園  ミルキーホーム本八幡みなみ園（定員 27名）☎047-378-7078 

  〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-12-21ＭＣ本八幡ビル１階 

 

小規模保育園 ミルキーホーム新松戸園（定員 19名）    ☎047-344-4248 

（地域型認可）   〒270-0034 千葉県松戸市新松戸４－２８－１ ジュネシオン新松戸１Ｆ 

  

小規模保育園 ミルキーホーム本八幡きた園（定員 19名）  ☎047-333-7062 

（地域型認可）   〒272-0021 千葉県市川市八幡 2-6-18第３本八幡ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 202 

 

事業所内保育園 ミルキーホーム川越園（定員 23名）      ☎049-222-6772 

（地域型認可）   〒350-0046 埼玉県川越市菅原町 20-2朝森ビル 2Ｆ 

 

公設民営保育園 中野区立江古田１丁目保育室（定員 42名）☎03-6908-0290 

   〒165-0022 東京都中野区江古田 1-3 

 

認可外保育園 ミルキーホーム川崎園（定員 56名）        ☎044-233-8128 

   〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町 2-10ホワイトガーデン東田 1Ｆ 

 

■社会福祉法人きらぼし 直営保育園 所在地 

 認可保育園    ミルキーホーム向小金園（定員 90名）      ☎04-7186-7031 

   〒270-0143 千葉県流山市向小金 3-174-1 

 

■ミルキーホーム グループ連絡先 
企画室  総務部（経理担当・給与担当・運営担当・総務担当・管理担当・調整担当）  

〒277-0052 千葉県柏市増尾台 3-6-41 

☎04-7171-1100 Fax04-7171-1166 【E-Mail】mi@ssss.co.jp 

 

  

２０１９年１月１日現在 

mailto:mi@ssss.co.jp

