
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pal at Lanai × Como en Casa 

 

 

     

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

運営会社 

株式会社 COMO EN CASA 

 



【お預かり場所について】 

＜運営会社＞   株式会社 COMO EN CASA 

＜H P＞     http://www.comoencasa.jp/ 

 

＜名 称＞    COMO EN CASA 青山キッズクラブ 

＜所在地＞    東京都港区南青山 4-7-11 プロヴァンス南青山審美館 101 

          TEL:03-6721-0312    /    FAX:03-6721-0316 

 

＜MAP＞ 

 

東京メトロ表参道駅（半蔵門・千代田線・銀座線）から徒歩 15 分 

＊A３出口(階段のみ)    ＊A１出口近く(エレベーター有)  

 

＊Pal at Lanai（提携サロン）＊ 

＜所在地＞ 渋谷区神宮前 4-3-15 東京セントラル表参道 401 

＜電 話＞ 050-5264-2291  

  

【持ち物について】 

 ★初めてご利用する場合は、母子手帳・乳児医療証・保険証・保護者の身分証を

必ずお持ち下さい。 

１． 園にお持ちになる全ての私物には、小さなものでも必ずお名前の記入をして下さい。 

２． 食事用のスタイ、お口拭きはこちらで用意いたします。 

３． 園内にバギー置き場があります。必ず折りたたんで置いて下さい。バギー置き場でのトラブルは、コモエンカサ

では責任を負いませんので、予めご了承下さい。 

４． 紛失や食中毒などの事故を防ぐために、ご家庭からの玩具・食べ物（お菓子、ジュースを含む）の持ち込みはご

遠慮下さい。 

５． 身に付けるものは、戸外遊び・散歩時の怪我や事故防止と安全、着脱の練習という面からお選び下さい。 

① 靴：スニーカーなどの動きやすいもので登園をお願い致します。足を守る為にも、サンダルなどの動きにくい

もので登園の際は、別で外遊び用の運動靴をお持ち下さい。 

② 靴下：戸外遊び、散歩中に足を守るために着用しますので、裸足で登園する際には、ストックをお持ち下さ

い。 

③ 帽子：紫外線防止、頭の保護、防寒のため、ゴム付きのものを一つ、園にお持ち下さい。(0 歳児のみ) 

④ 服：形状や素材によって、動きづらく運動しにくいものや、危険につながるものはお避け下さい。 

＊上着、ズボンが長すぎるものは避けて下さい。 

＊スカートのみやフード付きの上着は戸外遊びの際に危険な場合があります 

＊夏季は蚊除けのために、長ズボンの着用をお勧め致します。 

 ⑤ 髪留め：髪留めはゴム製のものを使用して下さい。ピン留は危険なので、使用しないようにお願い致します。 

※登園時に持ち込まれた物品の破損・紛失等については、当園は一切責任を持ちません。 

持ち物 量の目安 

着替え、スタイ １～２組 

午睡用ブランケット １枚 

オムツ、お尻拭き ５～６枚（2 時間預かり想定） 

汚れ物入れ（ポリ袋など） １～２枚 

ミルク・哺乳瓶 預かり時間での必要量 

PalatLanai 

 

 

 

★ 

COMOENCASA 

 

★ 

※ 

青南小学校 



【料金について】 

COMOENCASA に直接お支払い頂く料金（Pal at Lanai ご利用時） 

内容 料金 注意事項 

保険料(1 日) 500 円/日  

送迎サービス 500 円/片道 サロンご予約時に、合わせてご予約下さい。※１ 

お昼ご飯 700 円/食 提供時間に制限あり ※２ 

おやつ 300 円/食 提供時間に制限あり ※３ 

カリキュラム 1500 円/回 実施時間ご希望であれば登園時にスタッフまで 

ミルク 50 円/回 明治『ほほえみ』を試したことのあるお子様のみ 

オムツ ５０円/枚 持参オムツが不足した場合 

延長料金 1200円/1時間 サロンを出た後、お客様都合で延長した場合 ※４※５ 

 

＊＊注意事項＊＊ 

※１‥送迎サービスの利用予約枠には限りがございますので、あらかじめサロンを

ご予約の際に、空き状況のご確認と事前ご予約をお願い致します。 

当日の急な送迎は、スタッフの配置状況でご希望に添えない場合がございま

すので、ご了承をお願いします。 

※２‥昼食の提供可能時間が決まっているため、離乳食 10：45～11：15・完了食

11：00～11：30 にご利用しているお子様は提供可能となっております。 

※３‥おやつの提供可能時間が 14：45～15：30 となっておりますので、その時間

帯にご利用のお子様は提供可能となっております。 

※４‥サロン施術終了後、20 分以内にお迎えがない場合は延長料金（1200 円/1 時

間単位）が発生します。また、ご予約時間過ぎて登園した際に、施術時間が

予約時刻より延びる場合は、延長料金が発生しますので、ご了承をお願いし

ます。到着が遅れる場合は、サロンもしくは園までご連絡をお願い致しま

す。 

 

【COMO EN CASA での生活】 

※月極でお預かりしているお子様の 1 日の流れと一緒になります。 

★カリキュラムについて ※カリキュラムの日程は、講師の予定で変更になることがあります。 

  ・月曜日：リトミック        

  ・火曜日：絵画教室         

  ・水曜日：花育 or 食育(各月１回)  

  ・木曜日：体操教室         

  ・金曜日：英語(月 2 回)           

★お食事について    ※持ち込みは出来ません。 

  コモエンカサでは、管理栄養士とマクロビフードマイスターの栄養士が献立を

作成し、農家さんから仕入れている無農薬野菜と無添加の調味料を使い、全て

手作りで給食を提供しています。 

お水はミネラルウォーターもしくは麦茶をご用意しています。 

 ★ミルクについて    ※持参ミルクの預かりは可能 

冷凍母乳のお預かりも可能。ミルクは明治の「ほほえみ」を使用（必ずお家で

１回以上試してからの提供になります）、哺乳瓶はピジョンの「母乳実感」を

園ではご用意しております。 

 

時間 スケジュール 

９：００ 順次登園 ・ 自由遊び 

１０：００ カリキュラム / 室内遊び / 戸外遊び    

１１：００ 昼食 ・ ミルク 

１２：００ お昼寝 

１４：３０ 起床 

１５：００ おやつ 

１５：３０ カリキュラム / 室内遊び / 戸外遊び 

１７：００ 順次降園 



【健康・保健について】 

１．嘱託医 

病院名 ： おりつこどもクリニック    

医院長 ： 折津 友隆先生 

住 所 ： 〒107-0061 東京都港区北青山 3-5-4  青山高野ビル 5 階 

電話番号： 03-6721-1188 

 

２．病気の時 

① 37.5℃以上の発熱がある場合はお預かり出来ません。保育時間中に体温が

上昇した場合は、38.0℃を目安にご連絡させていただきます。又、

38.0℃に満たない場合でも、元気や食欲がない、嘔吐や下痢など、体調が

悪い様子が見られた場合は、ご連絡させていただきますので、早めのお迎

えと受診をお願いします。 

② 発熱に限らず、感染症の可能性がある場合や発疹などの症状がある場合に

も、ご連絡をさせていただきますので、早めのお迎えと受診をお願いしま

す。 

③ 症状が出ている時は、お預かりはできません。お子様自身の体調が回復

し、他のお子様への感染予防のために登園はお控え下さい。 

 

３．アレルギー 

① アレルギーの有無については、必ず入園前にお知らせ下さい。 

お伝え頂けなかった場合や、お伝え頂いていた内容と相違がある事で起因

した事故や疾病に関わる責任は一切負いません。 

② 給食提供時に使用する食材は、食材表を確認して頂き、反応の有無の 

③ 保育中は十分に配慮していきますが、不可抗力並びに、当園の管理義務を

超えた事故や疾病に関わる責任は一切負いません。 

 

 

【非常災害時について】 

１. 非常災害時の対策 

非常災害時に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び、連携体制を整備し、それらを定期的に職

員に周知するとともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他、必要な訓練

を実施しています。 

 

２．早めのお迎えをお願いします 

 ① 台風や大地震の時など、自然災害時は連絡が取れない場合もありますので、

状況を判断し、なるべく早くお迎えに来て下さい。 

② 地震警戒宣言が登園前に発令された場合は、登園をお控え下さい。又、登園

後に発令された場合は、なるべく早いお迎えをお願いします。 

 ③ 園の電話連絡は、混雑が予想されますので、必要最低限にお願いします。 

 

３．お子様の引き渡し 

 ① お子様のお引き取り時には、必ず名簿にご署名をお願い致します。 

 ② すぐお迎えに来られない方は、予め代わりの方を決めて頂き、コモエンカサ

へ事前にお知らせ下さい。その際は、身分証明証を掲示して頂く必要があり

ます。 

③ お引き渡しの場所は、できる限りコモエンカサで行いますが、状況次第で避

難場所となります。その際のお引き渡し場所の詳細は、コモエンカサの玄関

に掲示及び、災害伝言ダイヤルにてお知らせ致します。 

 

４．伝言ダイヤル「１７１」 

  地震や大雨などの災害時には、被災地への電話がかかりにくい状態になること

が予測されます。保育中に災害が発生した場合は、災害伝言ダイヤル「１７

１」（全ての電話機から利用可能）にメッセージを残しますので、ご確認下さ

い。 



 ＜メッセージの再生＞ 

① 伝言ダイヤルセンターにダイヤル「１７１」 

② 再生「２」を押す 

③ 被災地番号を押す（電話番号：03-6721-0312） 

④ A：ダイヤル式電話機はメッセージ再生 

B：プッシュボタン式電話機は「１＃」を押すとメッセージ再生。 

  終了するには、「９＃」を押す 

 

 

★青山キッズクラブ 避難場所★ 

広域避難場所  『港区立青南小学校』 

〒107-0062 港区南青山 4-21-15  ※１ページ目の map 参照 

 

★緊急時の連絡先★ 

COMO EN CASA  電話番号 03-6721-0312 

COMO EN CASA  FAX 番号 03-6721-0316 

Pal at Lanai        電話番号 03-6434-9553 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

【個人情報保護の方針】 

ＣＯＭＯ ＥＮ ＣＡＳＡは園児及び保護者・家庭に関わる個人情報の取り扱いについて[個人情報の保護に関する法律]（以下、[個人情報

保護法]）及び関連法令等を遵守し、下記の方針に基づいて個人情報の保護に努めます。 

（基本理念） 

ＣＯＭＯ ＥＮ ＣＡＳＡでは[個人情報保護法]第 3 条において[個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもので

ある]とされていることを踏まえて、個人情報を取り扱う全ての者が個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取り扱いを図ります。 

（個人情報の利用目的） 

ＣＯＭＯ ＥＮ ＣＡＳＡでは保護者より口頭、文章などを介して提供を受けて得た個人情報、また日々の保育業務を通して得た個人情報

に関して、保育の円滑な実施以外の目的で使用することはありません。監督官庁への各種届出、法律に定めるところの必要書類作成、各種募

集等、情報主体の利益享受及び権利の行使に必要と認められる場合は、正当な目的に限り使用します。 利用目的は『園児募集並びに入所に

関する業務』『保護者との連絡に関する業務』『園児の保育に関する業務』『園児の記録管理に関する業務』『園児の健康状態把握に関する業

務』『卒園児の確認に関する業務』とします。 

（個人情報の管理） 

ＣＯＭＯ ＥＮ ＣＡＳＡは、利用する個人情報を正確かつ最新に保つよう努めるとともに、漏洩、滅失、または毀損の防止、その他の安全

管理のために必要かつ適切な措置を講じます。また、利用目的を失した個人情報については、法令等に定めのあるものを除き、確実かつ速や

かに消去するものとします。 

（第三者への提供） 

ＣＯＭＯ ＥＮ ＣＡＳＡでは、[個人情報保護法]第 23 条に規定されている下の各号に該当する場合を除いて、保護者の同意を得ないで第

三者に個人情報を提供することはありません。該当する場合は以下の通りです。 

・法令に基づく場合 

・人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 

  ・公衆衛生の向上又は園児の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 

  ・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

（個人情報の開示・訂正・利用停止・消去） 

ＣＯＭＯ ＥＮ ＣＡＳＡは保護者がその子供、その家庭及び自身の個人情報の開示・訂正・利用停止・消去を求める権利を有していること

を十分認識し、個人情報相談窓口を設置して、これらの要求がある場合には、法令に従って速やかに対応します。また、開示には、本人(保

護者)確認をさせていただきます。 

なお、苦情等についても適正に対応します。 


