






Promise 1 Promise 2

Promise 3 Promise 4

「ナニーって何？」

N a n n y

子育てのプロフェッショナル
英国王室のロイヤルファミリーにも選ばれる

当日オーダーにも
100%対応いたします

ご家族へ心を込めた 4つのお約束
お客様を想うポピンズクオリティ

ポピンズは、世界的な名門校ノーランド・カレッジの
プログラムを取り入れた専門研修で、
知識・教養・技術・人格など、

すべてにおいて最高水準のナニーを育成しています。

ナニー

急な仕事や残業時、
お子様の急な発熱の時にもご利用いただけます。

お子様の病気時も
安心のケア

お子様の具合が悪い時でも、
真心込めてお世話いたします。

Web やスマホで
24 時間 365日受付

必要な時に、いつでもどこでも。
思い立った時にWebやスマホから
すぐにお申込みいただけます。

コーディネーターによる
入会訪問やご相談対応

コーディネーターがお子様の個性や教育方針を
お伺いし、ご家庭に合わせたナニーをご紹介。
お困りごとにも迅速かつ丁寧に対応いたします。

東京都より２つの認定
ポピンズは、安心をお約束いたします。

未就学児のお世話につきましては上記指定研修修了者を派遣いたします。

ポピンズのナニーは国指定研修受講済みポピンズのナニーは国指定研修受講済み 非課税料金でのサービス提供が可能に非課税料金でのサービス提供が可能に
未就学児のお世話のみでの提供となります

※国内の民間ベビーシッター事業者として初めて

業界初、ナニー教育の社内研修が
「国指定研修」として認定されました。

※

「指導監督基準満たす事業者」として
認定されました。
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お客様のご要望に合わせ、２つのコースよりお選びいただけます。
未就
学児

小学校入学前のお子様は未就学児料金となり、非課税でのご提供となります。
（未就学児：入学を迎える年の3月末日まで）

個 人 契 約
Poppins Nanny Service

※上記はあくまで目安となり、ご家庭やお子様の状況により異なるケースがございます。

行事を普段の生活の延長として取り入れ、年間を通じて季節やイベントを
感じられるような保育を実施いたします。お子様自らが参加し、楽しい気持ち
を持つことを大切に考えております。

季節を楽しめるよう天気の良い日は
近隣公園などでの戸外活動を積極的
に行います。近隣の児童館も利用し、
様々なプログラムに参加します。他の
お子様との関わりを大事にしています。

・ナニー到着
　（お世話開始5分前）
・引き継ぎ
・お世話開始

・自由遊び
・おやつ
　（保護者様がご用意）

7:30 ～ 9:00 10:00～

・着替え
・午睡
・目覚め

12:30～
・おやつ
　（保護者様がご用意）

15:00～
・保護者様ご帰宅
・お引き渡し
・本日のお世話の
   ご様子をお伝え（連絡帳と口頭にて）

17:00 ～ 18:30

・お食事
　（保護者様がご用意）

12:00～11:00～
・戸外遊びや製作遊び
公園や児童館へお出かけ
廃材等を使っての製作など

ポピンズメモリー（連絡帳）

1日のご利用例
デイリープログラム

プレミアムコース
Premium course

スタンダードコース
Standard course

フルサービス

スーパーナニー ナニー指名（１ヶ月前～）

基本料金（9:00～18:00）

※ご利用は３時間より（フルサービス２時間より）

入会訪問

1時間 3,740円

 1時間 3,300円

未就
学児 3,400円
未就学児3,000円東海・関西エリア

首都圏エリア

基本料金（9:00～18:00）

※ご利用は３時間より

1時間 3,080円

 1時間 2,75 円

未就
学児 2,800円
未就学児2,500円東海・関西エリア

首都圏エリア

ナニー優先指名

お客様専属コンシェルジュ

Concierge

※ご利用は2時間より

オプションとしてご利用いただく場合
よりもお得になります。また、最低
ご利用時間が２時間からと、ご都合に
合わせた短時間利用が可能です。

２人同時お世話 家事（料理・買い物・掃除・洗濯）

２人同時お世話が可能。
家事を含む
保育をいたします。

ナニーサービスの
クオリティはそのままに、
リーズナブルな価格で
お手軽にご利用いただけます。

24時間 小児科
ホットラインサービス

専用フリーダイヤル
LINE予約・相談

WEB面談

選ばれたナニーが
優先的にお伺いします

Premium course
0120-60-2100

®

1時間 4,730円 東海・関西エリア：4,180 円

※お子様のご年齢やご状況に合わせ、２人同時お世話ある
いは家事等のどちらかでのご提供となる場合がござい
ます。ご要望をお聞きし、ご相談の上、コンシェルジュ
が安全の確保をした上でご提案いたします。
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専門知識を持つ経験豊かな育児コンサルタントが、お困りごとへの具体的な解決へ
向けてのご提案をはじめ、確かな品質を保証する育児関連サービスのご紹介、センシティブな
お悩みに関するご相談まで、育児に悩む従業員様一人ひとりを法人様に代わってトータル
サポート致します。

対面・電話・メール・チャットなど

個々のご要望に合わせた個別相談

法人 契 約
Corporate contract

両立支援

保
活
相
談

● 専任コンサルタント制による
　 独自の社内制度を含めたご案内

● 育児中の部下を持つ管理職の
　 マネジメント相談

● 居住地域別の情報

● 保活スケジュールの上手な立て方

● 自治体ごとの点数計算法や
     申込留意点

● 法改正等、最新情報の
　 提供

育
児
相
談

● 食事 /夜泣き /発育など、
　 子どもの成長や育児全般に
     関する悩みサポート

● 小学・中学受験に関する
　 情報提供

● 病気や発達に関する相談

育児
と仕事

の両立支援全般に関わるご相談

保
育
園
探
し

子育て全般
の
悩
み
に
関
す
る
ご
相
談

育児相談員が企業様に常駐・または電話やメールにて、
育児に悩む従業員様をサポート致します。

子育て中の従業員様の早期職場復帰とご活躍のために
安全を確保できる場所で、お子様を安全にお預かり致します。

子育て世代の「育児離職」対策と福利厚生の一環に

ポピンズならではの高品質なサービスを保証

110,000円 例《10名コース》1,364,000円／年
育児コンサルタント 年 2回実施付（初年度設置費用）

※他のコースもございます

開設準備金 年間法人契約料

※ベビーシッター法人契約・育児コンサルタント派遣は、ご依頼内容よりお見積りいたします。お気軽にお問合せください。

《法人様のメリット》 《従業員様のメリット》

子育て中の優秀な人材を
安定して確保できる

即時入会可能
当日の急な発熱でも対応

請求に関わる面倒な手続きが不要

入会金・年会費が免除

信頼ある業者選定の手間が不要

法人契約の特価にてご利用

法人ご負担により、個人契約の場合の入会金（55,000 円）と
年会費（11,000円）が不要になります。

数あるベビーシッター会社の中からご自分で探す手間なく、
安全で高品質なサービスを利用することができます。

法人ごとのご契約内容により異なりますが、法人契約の特価
にてご利用いただけます。未就学児のお子様は、通常利用料金・
一部オプション料金・交通費が非課税となります。

ご利用料金のうち、複雑な法人補助分（利用内容の査定、個々
の社員様への支払いなど）をポピンズが請け負うことで、法人
様のご負担は弊社からの請求書への支払いのみで済みます。

ポピンズならではの高品質なサービスを保証

初年度設置費用
＋

年間法人契約料のみ

低コスト

事業所内保育所設置費用に比べ、初期費用がかかりません

当日オーダー対応 オーダー受付の利便性 教育ベビーシッター派遣

クライアント企業様 ご利用 従業員様

保活へのきめ細やかな個別対応と育休中の定期
的なコミュニケーションで、従業員の復職意識
を高めてくれた。

人事が個別に対応しきれない範囲や、些細な
悩み・プライベートな相談まで、ひとりひとり
丁寧に対応していただき、大変心強い。

仕事も育児も両方楽しむ方法に気づかされた。
子育てを楽しむことが良い仕事につながると
改めて思い余裕が持てるようになった。

想像以上にカスタマイズした情報提供で、保活
がスムーズでした。他とは違う視点のアドバイス
も後押しになり不安が解消しました。

お客様のお声

ベビーシッター法人契約

育児コンサルタント派遣
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※ご予約は5分単位で承ります。
※家事オプション（お子様の食事づくり、買い物、掃除、洗濯）は 2022年1月1日よりプレミアムコースのみでのご提供となります。
※英語対応は、ご家族様とお子様が英語でコミュニケーションされている場合、ナニーが英語でお世話させていただくサービス
となります。お子様の日常会話が日本語の場合は家庭教師オプションとなります。

※同家族のお二人目のお子様は、ご利用料金が半額になります。
※入浴介助は、ナニーが着衣のまま 1歳半以上のお子様のご入浴を介助させていただくサービスとなります。
※お子様の安全のため、1歳半未満のお子様は「沐浴・入浴」とさせていただきます。

ご 利 用 料 金

夜間料金
18:00～翌朝 8:00 まで

延長料金 基本料金 　　　　　  の 25% 増／ 10分

病児対応 1,100円増／ 1時間

感染症対応 5,500円／ 1時間

インタビュー
（定期利用前のお顔合わせ） 3,740円（東海・関西エリア  3,300円） 3,080円（東海・関西エリア  2,750円）

宿泊料金（ 21:00～9:00、小学1年生より） 19,800円／ 1泊

旅行同伴（交通費・食費・宿泊費別） 37,400円～／ 1日

感染症オーダー手数料（1オーダーにつき） 11,000円

※ 記載料金は消費税込の金額になっております。
　（非課税の未就学児料金、不課税のキャンセル料は除く）
※ 2022 年 1月現在の価格です。

英語対応 660円  　　　　増／ 1時間

新生児対応 660円増／ 1時間

入浴介助 330円　　　　  増／ 1人

沐浴・入浴 1,320円　　　　    増／ 1人

お子様の食事づくり 1,320円　　　　    増／ 1回

買い物 1,320円増／ 1回

掃除 1,320円増／ 1回

洗濯 1,320円増／ 1回

家庭教師 1,650円増／ 1時間

外国語教師 1,650円増／ 1時間

ピアノ指導 1,650円増／ 1時間

体操指導 1,650円増／ 1時間

水泳指導 1,650円増／ 1時間

受験指導 1,650円増／ 1時間

専門トレーナー指導 3,080円増～／ 1時間

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

C～Oまでの
オプションを 2 つ以上

ご利用の際は
割引が適用されます。

C～Hに関しては、同一種類の複数
オプションでも割引適用となります。
例）お子様の食事作りを、昼・夜 2 回分依頼
→2セット：10%割引

キャンセル手数料

お世話
当日

前日18:00 以降～前日9:00～18:00

無 料
前日9:00 まで

当日キャンセル料前日キャンセル料
オーダー料金の100%オーダー料金の50%

オーダー手数料（1オーダーにつき） お世話当日
前日20:00～当日8:00

無 料
前日9:00まで

夜間緊急オーダー
11,000 円

前日18:00～20:00
当日オーダー

5,500 円

当日8:00～
当日オーダー

5,500 円

前日9:00～18:00
前日オーダー

3,300 円

オプションセット割引

2 セット：10% 割引

3 セット：20% 割引

100円 OFFWEB 明細割引

未就
学児

1,100円 　　　　  増／ 1時間

東海・関西エリア

首都圏エリア

プレミアムコース スタンダードコース

プレミアムコース スタンダードコース

プレミアムコース スタンダードコース

プ
レ
ミ
ア
ム
コ
ー
ス
の
み

トライアルコース（ご入会前）

ご利用にはプレミアムコースへの入会が必要になります

ビジターコース

《個人契約・法人契約》共通オプション料金

サービス提供エリア

看護師訪問

《個人契約》コース料金

《個人契約・法人契約》共通特別料金

東京都のみのサービスメニュー

※不課税対象につき、消費税はかかりません。

※交通費はナニー1名あたり一律/ 首都圏エリア 1,100円 / 東海エリア 800円 / 関西エリア 1,000円を申し受けます。

会 　 費 11,000円　　　　　　　　 ／月

基本料金 3,740円　　　　　　　 ／1時間
9:00～18:00

3,080円　　　　　　　 ／1時間
お子様お一人あたり一家族あたり（就学児＋未就学児のご兄弟は課税分を按分）

東海・関西エリア  3,300円 　　　　　　　　／1時間

利用料金 6,600円（1回 2時間） 18,700円（1回 4時間）
延長料金：5,500 円／1時間1家族様１回限り、延長なし

入 会 金

未就学児料金が記載されたメニューは、
小学校入学前のお子様は非課税となります。
（未就学児：入学を迎える年の3月末日まで）

※
※未就学児＋就学児のご兄弟の場合は
　お二人とも非課税でご提供いたします。

※

※

※

110,000円 55,000円

基本料金（9:00～18:00） 6,600円／ 1 時間（ご利用は 3 時間より）

夜間料金（18:00～22:00） 770円増／ 1 時間

東京都／神奈川県／千葉県／埼玉県／静岡県／茨城県／長野県首都圏エリア
愛知県／岐阜県／三重県東海エリア 大阪府／兵庫県／奈良県／和歌山県関西エリア

エリア内でもサービスを行っていない地域がございます。詳細はお問い合わせください。

未就
学児

11,000円　　　　　　　　  ／年

100,000円 未就
学児 50,000円

未就
学児 10,000円未就

学児 10,000円

未就
学児 3,400円

未就
学児 600円

未就
学児 300円

未就
学児 1,200円

未就
学児 1,000円

未就
学児 非課税料金

未就
学児 1,200円

未就学児3,000円

715円　　　　　　　増／1時間未就学児 650円 440円　　　　　　　増／1時間未就学児 400円

東海・関西エリア  2,750円 　　　　　　　　／1時間未就学児2,500円

未就
学児 2,800円

就学児＋未就学児のご兄弟は課税分を按分就学児＋未就学児のご兄弟は課税分を按分

首都圏
エリア

首都圏
エリア

※ご利用は3時間より承ります。 
※未就学児を含むご兄弟お二人を同時にお世話する場合、未就学児1.5 名分の基本料金で承ります。  
※未就学児を含むご兄弟お二人を同日別時間にお世話する場合、オーダー時間が長いお子様は未就学児１名分の基本料金で計算、
　オーダー時間が短いお子様は未就学児0.5 名分の基本料金で計算いたします。 
※プレミアムコース内フルサービスは 1時間 4,730 円（東海・関西エリア：4,180 円）で２時間より承ります。
※交通費はナニー 1名あたり一律／首都圏エリア 1,100 円（未就学児 1,000 円）／ 東海・関西エリア 800 円（未就学児 728 円）
　／往復1,200 円以上は実費を申し受けます。
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