東京都ベビーシッター利用支援 託児室お預かり
託児室をご利用いただくと・・・
・日本に滞在している同世代のお子様同士での交流
・お遊びを通した日本文化とのふれあい

ご利用の流れ
STEP

1
STEP

2

東京都に申請

ポピンズに
メールにて
お申し込み

STEP

3

託児室の
予約

STEP

4

託児室で
情報登録

STEP

5

託児室で
お預かり

ご自宅での
ご利用の場合

東京都の案内に沿って申請をお願いいたします
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/inde
x.html(東京都HP)
メール(日本語・英語のみ)にてご利用希望をお知らせください
・アドレス：order@poppins.co.jp
・件名：【ウクライナナニーサービス希望】
・内容：保護者氏名／お子様氏名・年齢／性別／既往症／アレルギー／
住所／連絡先

ポピンズより開室日をご案内させていただきます
託児室利用ご希望日時をメールにてご予約下さい

初回ご利用時のみ、情報登録のお時間をいただきます(約1時間)
登録後、無料でご利用いただけます（全額東京都が助成）
AI翻訳機ポケトークⓇを使いサポートさせていただきますのでご安心ください
・場所：渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ8F
・開催日：メールにてご案内いたします
・時間：10:00～17:00
・持ち物：飲み物、昼食（※ポケトークⓇはこちらでご用意いたします）

ご自宅でのお世話をご希望の場合は別途メールにてご相談ください。
※ご自宅でのお世話は保護者様・お子様ともに英語が話せる方限定とさせていただきます。
お問い合わせ：order@poppins.co.jp

About Poppins Nanny Service

東京メトロ日比谷線
広尾駅 徒歩2分

お問い合わせはこちら
→order@poppins.co.jp

在日ウクライナ
大使館

ウクライナ大使館
徒歩13分

広尾駅

サービスのご案内(英語版)

ポピンズナニーサービス
（広尾プラザ内）

Childcare service for Ukrainian evacuees by Tokyo Gov.
We provide
・Interaction with other children of the same age who are also staying Japan
・Experience Japanese culture through play
How to Apply
STEP

1
STEP

2

Apply to
Tokyo
Gov.
Apply to
Poppins by
email

STEP

3

Booking of
childcare

STEP

4

Registration
at Poppins

Please apply according to the application form (Tokyo Metropolitan
Government) on URL below.
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/index.html
Please fill in the following fields and send it to the email address
in English or Japanese.
Mail address：order@poppins.co.jp
Title：【Ukraine Nanny service】
Details：Parents name, Children’s name, Age, Gender, Past medical history,
Allergies, Address, Phone number

・We will inform you when childcare space will open by email.
・Please email us with the dates you would like to use the service.

・Please allow time for the registration only on your first visit (approx 1 hour)
・After registration, you can use our services free of charge.
(fully subsidised by Tokyo gov.)
・We will support you with POCKETALK Ⓡ,automatic voice translator!
・Place：Hiroo Plaza 8F, 5-6-6Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo

STEP

5

Childcare
service

Nanny service
at home

・Date：We will announce by email.
・Time：10:00 am～17:00 pm
・What to bring：drink bottle, home lunch（※We will provide POCKETALK Ⓡ ）

If you request to take care of your child at home, please contact us by email.
※Please note that home care is only available for parents and children who
speak English.
Contact：order@poppins.co.jp

About Poppins Nanny Service

Please contact here
→order@poppins.co.jp

2 min from
Hiroo station
(Tokyo Metro
Hibiya line)
13 min from
Embassy of Ukraine

Embassy of
Ukraine in
Japan

Hiroo
Station

Poppins Nanny Service
@ Hiroo Plaza

