
エルモ エルモピッコロ
えぐさ歯科クリニック附属保育ルーム

えぐさ歯科クリニック患者様の預かり保育承ります

078（771）4780

https://piccolo.cm-elmo.comhttp://cm-elmo.com

〠657-0058 神戸市灘区将軍通3-4-13〠657-0041 神戸市灘区琵琶町1-2-13 2F

営業時間 9 : 00～17 :00 営業時間 8 : 30～18 :30
定休日 土日祝、GW、夏期・年末年始（都度連絡） 定休日 土日祝、GW、夏期・年末年始（都度連絡）
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大石
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チャイルドマインダーのちいさなおうち

お問い合わせ 078（806）1152

elmoとはイタリア語で“愛すべき”という意味。

愛すべきこどもたちにとって、ご家族にとって、

安心できる場所。それがエルモです。

 エルモ

今日も楽しかったね♪

I T  W A S
A L S O

F U N  T O D A Y

Aya Shirasu白須  綾
保育士・チャイルドマインダー

阪急六甲駅から徒歩10分
阪神大石駅から徒歩10分
バス停「将軍通」から徒歩2分

こどもたちだけでなく、
ご家族、elmoスタッフ、みんなが
「今日も楽しかったね♪」と
笑顔になれる場所で
ありたいと思います。 

JR六甲駅から徒歩3分
阪神新在家駅から徒歩4分
バス停「灘区役所前」から徒歩2分

チャイルドマインダーの
　　　ちいさなおうち『elmo』

病児室完備えぐさ歯科クリニック附属保育ルーム「エルモ ピッコロ」
NEW OPEN!

プレ保育

0歳児～就園前
月～金曜 9:30～12:30（延長可）
料金年齢別

預り保育 学童保育

6ヵ月～就学前
Ⓔ月～金曜 Ⓟ月～土曜
Ⓔ500円～ Ⓟ600円～

小学生
Ⓔ月～金曜 Ⓟ月～土曜
500円～

Baby English Kids English リトミック

チャイルドマインダーのちいさなおうち「エルモ」

Ⓔ＝エルモ　Ⓟ＝エルモピッコロ

BabyEnglish、KidsEnglish、リトミックは「エルモ」の情報となります。「エルモピッコロ」についてはお問い合わせください。

Ⓔ＝エルモ　Ⓟ＝エルモピッコロ

0～2歳児親子
毎週月曜 ①10:00 ②11:00
月3回／4,500円　体験500円

①3～5歳 ②小学生低学年
①木曜16:00 ②月曜16:00
①500円～ ②600円～

1・2歳児親子
第1・第3火曜 ①10:00 ②11:00
月2回／3,000円　体験500円

お時間や料金など詳しくは
お電話にてお問い合わせください。

個別にご相談に応じます。

エルモ

こどもの心と身体の成長に

おいて、安全で親しみのある家庭

的なケアをする事をチャイルド

マインディングといいます。

チャイルドマインダーはこども

たちのより良い環境を考え、ひとり

ひとりの個性を尊重し、あるが

ままの姿を受け入れます。

チャイルドマインダーはこどもの

楽しい気持ち、うれしい気持ち、

かなしい気持ちを共に感じる

共育者です。

見学
予約
随時受付中

みにき
てね！チャイルド

マインダーがいます。

elmoには

エルモ エルモピッコロ
えぐさ歯科クリニック附属保育ルーム

えぐさ歯科クリニック患者様の預かり保育承ります

078（771）4780

https://piccolo.cm-elmo.comhttp://cm-elmo.com

〠657-0058 神戸市灘区将軍通3-4-13〠657-0041 神戸市灘区琵琶町1-2-13 2F

営業時間 9 : 00～17 :00 営業時間 8 : 30～18 :30
定休日 土日祝、GW、夏期・年末年始（都度連絡） 定休日 土日祝、GW、夏期・年末年始（都度連絡）

お問い合わせ

桜口琵琶町3

★
灘区役所

〒

六甲ボウル

ウェルブ
六甲道
1番街

ウェルブ
六甲道
2番街

公園公園

烏帽子
中学校

2

新在家

メイン六甲

ウェルブ
六甲道
6番街3番館

六甲道

灘警察

コーナン

山手幹線灘区民
ホール 消防署

えぐさ歯科クリニックダイエー

都
賀
川

★ P P

至 阪急六甲→

至 六甲道→←至 摩耶

←至 王子公園

大石
2

チャイルドマインダーのちいさなおうち

お問い合わせ 078（806）1152

elmoとはイタリア語で“愛すべき”という意味。

愛すべきこどもたちにとって、ご家族にとって、

安心できる場所。それがエルモです。

 エルモ

今日も楽しかったね♪

I T  W A S
A L S O

F U N  T O D A Y

Aya Shirasu白須  綾
保育士・チャイルドマインダー

阪急六甲駅から徒歩10分
阪神大石駅から徒歩10分
バス停「将軍通」から徒歩2分

こどもたちだけでなく、
ご家族、elmoスタッフ、みんなが
「今日も楽しかったね♪」と
笑顔になれる場所で
ありたいと思います。 

JR六甲駅から徒歩3分
阪神新在家駅から徒歩4分
バス停「灘区役所前」から徒歩2分

チャイルドマインダーの
　　　ちいさなおうち『elmo』

エ ルモ エルモピッコロ
えぐさ歯科クリニック附属保育ルーム

えぐさ歯科クリニック患者様の預かり保育承ります

078（771）4780

https://piccolo.cm-elmo.comhttp://cm-elmo.com

〠657-0058 神戸市灘区将軍通3-4-13〠657-0041 神戸市灘区琵琶町1-2-13 2F

営業時間 9 : 00～17 :00 営業時間 8 : 30～18 :30
定休日 土日祝、GW、夏期・年末年始（都度連絡） 定休日 土日祝、GW、夏期・年末年始（都度連絡）

お問い合わせ

桜口琵琶町3

★
灘区役所

〒

六甲ボウル

ウェルブ
六甲道
1番街

ウェルブ
六甲道
2番街

公園公園

烏帽子
中学校

2

新在家

メイン六甲

ウェルブ
六甲道
6番街3番館

六甲道

灘警察

コーナン

山手幹線灘区民
ホール 消防署

えぐさ歯科クリニックダイエー

都
賀
川

★ P P

至 阪急六甲→

至 六甲道→←至 摩耶

←至 王子公園

大石
2

チャイルドマインダーのちいさなおうち

お問い合わせ 078（806）1152

elmoとはイタリア語で“愛すべき”という意味。

愛すべきこどもたちにとって、ご家族にとって、

安心できる場所。それがエルモです。

 エルモ

今日も楽しかったね♪

I T  W A S
A L S O

F U N  T O D A Y

Aya Shirasu白須  綾
保育士・チャイルドマインダー

阪急六甲駅から徒歩10分
阪神大石駅から徒歩10分
バス停「将軍通」から徒歩2分

こどもたちだけでなく、
ご家族、elmoスタッフ、みんなが
「今日も楽しかったね♪」と
笑顔になれる場所で
ありたいと思います。 

JR六甲駅から徒歩3分
阪神新在家駅から徒歩4分
バス停「灘区役所前」から徒歩2分

チャイルドマインダーの
　　　ちいさなおうち『elmo』

病児室完備えぐさ歯科クリニック附属保育ルーム「エルモ ピッコロ」
NEW OPEN!

プレ保育

0歳児～就園前
月～金曜 9:30～12:30（延長可）
料金年齢別

預り保育 学童保育

6ヵ月～就学前
Ⓔ月～金曜 Ⓟ月～土曜
Ⓔ500円～ Ⓟ600円～

小学生
Ⓔ月～金曜 Ⓟ月～土曜
500円～

Baby English Kids English リトミック

チャイルドマインダーのちいさなおうち「エルモ」

Ⓔ＝エルモ　Ⓟ＝エルモピッコロ

BabyEnglish、KidsEnglish、リトミックは「エルモ」の情報となります。「エルモピッコロ」についてはお問い合わせください。

Ⓔ＝エルモ　Ⓟ＝エルモピッコロ

0～2歳児親子
毎週月曜 ①10:00 ②11:00
月3回／4,500円　体験500円

①3～5歳 ②小学生低学年
①木曜16:00 ②月曜16:00
①500円～ ②600円～

1・2歳児親子
第1・第3火曜 ①10:00 ②11:00
月2回／3,000円　体験500円

お時間や料金など詳しくは
お電話にてお問い合わせください。

個別にご相談に応じます。

エルモ

こどもの心と身体の成長に

おいて、安全で親しみのある家庭

的なケアをする事をチャイルド

マインディングといいます。

チャイルドマインダーはこども

たちのより良い環境を考え、ひとり

ひとりの個性を尊重し、あるが

ままの姿を受け入れます。

チャイルドマインダーはこどもの

楽しい気持ち、うれしい気持ち、

かなしい気持ちを共に感じる

共育者です。

見学
予約
随時受付 中

みにき
てね！チャイルド

マインダーがいます。

elmoには

えぐさ歯科クリニック附属保育ルーム「エルモ ピッコロ」

NEW OPEN!

プレ保育0歳児～就園前月～金曜 9:30～12:30（延長可）
料金年齢別

預り保育

学童保育

6ヵ月～就学前Ⓔ月～金曜 Ⓟ月～土曜
Ⓔ500円～ Ⓟ600円～

小学生
Ⓔ月～金曜 Ⓟ月～土曜
500円～

Baby English

Kids English

リトミック

チャイルドマインダーのちいさなおうち「エルモ」

Ⓔ＝エルモ　Ⓟ＝エルモピッコロ

BabyEnglish、KidsEnglish、リトミックは「エルモ」の情報となります。「エルモピッコロ」についてはお問い合わせください。

Ⓔ＝エルモ　Ⓟ＝エルモピッコロ

0～2歳児親子毎週月曜 ①10:00 ②11:00
月3回／4,500円　体験500円

①3～5歳 ②小学生低学年
①木曜16:00 ②月曜16:00
①500円～ ②600円～

1・2歳児親子第1・第3火曜 ①10:00 ②11:00
月2回／3,000円　体験500円

お時間や料金など詳しくは
お電話にてお問い合わせください。

個別にご相談に応じます。

エルモ

こどもの心と身体の成長に
おいて、安全で親しみのある家庭
的なケアをする事をチャイルド
マインディングといいます。

チャイルドマインダーはこども
たちのより良い環境を考え、ひとり
ひとりの個性を尊重し、あるが
ままの姿を受け入れます。

チャイルドマインダーはこどもの
楽しい気持ち、うれしい気持ち、
かなしい気持ちを共に感じる
共育者です。

見学
予約
随時
受
付中

みにきてね！

チャイルドマインダーがいます。

elmoには

えぐさ歯科クリニック附属保育ルーム「エルモ ピッコロ」
NEW OPEN!

プレ保育

0歳児～就園前
月～金曜 9:30～12:30（延長可）
料金年齢別

預り保育 学童保育

6ヵ月～就学前
Ⓔ月～金曜 Ⓟ月～土曜
Ⓔ500円～ Ⓟ600円～

小学生
Ⓔ月～金曜 Ⓟ月～土曜
500円～

Baby English Kids English リトミック

チャイルドマインダーのちいさなおうち「エルモ」

Ⓔ＝エルモ　Ⓟ＝エルモピッコロ

BabyEnglish、KidsEnglish、リトミックは「エルモ」の情報となります。「エルモピッコロ」についてはお問い合わせください。

Ⓔ＝エルモ　Ⓟ＝エルモピッコロ

0～2歳児親子
毎週月曜 ①10:00 ②11:00
月3回／4,500円　体験500円

①3～5歳 ②小学生低学年
①木曜16:00 ②月曜16:00
①500円～ ②600円～

1・2歳児親子
第1・第3火曜 ①10:00 ②11:00
月2回／3,000円　体験500円

お時間や料金など詳しくは
お電話にてお問い合わせください。

個別にご相談に応じます。

エルモ

こどもの心と身体の成長に

おいて、安全で親しみのある家庭

的なケアをする事をチャイルド

マインディングといいます。

チャイルドマインダーはこども

たちのより良い環境を考え、ひとり

ひとりの個性を尊重し、あるが

ままの姿を受け入れます。

チャイルドマインダーはこどもの

楽しい気持ち、うれしい気持ち、

かなしい気持ちを共に感じる

共育者です。

見学
予約
随時受付 中

みにき
てね！チャイルド

マインダーがいます。

elmoには

エルモ

エルモピッコロ

えぐさ歯科クリニック附属保育ルーム

えぐさ歯科クリニック患者様の預かり保育承ります

078（771）4780

https://piccolo.cm-elmo.com

http://cm-elmo.com

〠657-0058 神戸市灘区将軍通3-4-13

〠657-0041 神戸市灘区琵琶町1-2-13 2F
営業時間 9 : 00～17 :00

営業時間 8 : 30～18 :30

定休日 土日祝、GW、夏期・年末年始（都度連絡）
定休日 土日祝、GW、夏期・年末年始（都度連絡）

お問い合わせ

桜口

琵琶町3

★

灘区役所
〒

六甲ボウル

ウェルブ六甲道1番街
ウェルブ六甲道2番街

公園

公園

烏帽子
中学校

2

新在家

メイン六甲

ウェルブ六甲道6番街3番館

六甲道

灘警察

コーナン

山手幹線

灘区民ホール
消防署

えぐさ歯科クリニック

ダイエー

都
賀
川

★
P P

至 阪急六甲→

至 六甲道→

←至 摩耶

←至 王子公園

大石
2

チャイルドマインダーのちいさなおうち

お問い合わせ 078（806）1152

elmoとはイタリア語で“愛すべき”という意味。

愛すべきこどもたちにとって、ご家族にとって、

安心できる場所。それがエルモです。

 エルモ

今日も楽しかったね♪

I T  W A SA L S OF U N  T O D A Y

Aya Shirasu

白須  綾
保育士・チャイルドマインダー

阪急六甲駅から徒歩10分
阪神大石駅から徒歩10分
バス停「将軍通」から徒歩2分

こどもたちだけでなく、
ご家族、elmoスタッフ、みんなが
「今日も楽しかったね♪」と
笑顔になれる場所でありたいと思います。 

JR六甲駅から徒歩3分
阪神新在家駅から徒歩4分
バス停「灘区役所前」から徒歩2分

チャイルドマインダーの
　　　ちいさなおうち『elmo』


