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物件名 所在地 ㎡数 種類 設計社名

札苗幼稚園 北海道札幌市 370 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

認定こども園美山遊子 北海道北見市 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

八つ橋保育園 青森県青森市 838 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ 株式会社沼田総合設計

港北チャイルド園 秋田県秋田市 640 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

あきたチャイルド園 秋田県秋田市 1060 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ サムコンセプトデザイン

かえで保育園 宮城県大崎市 980 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 跡部建築設計事務所

マザーズかみすぎ保育園 宮城県仙台市 900 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ､ｽﾄﾘｱﾄ、ｺﾙｸﾒﾝﾄ INA新建築研究所 東日本

そよかぜのもりこども園 福島県白河市 200 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

牧が丘幼稚園 栃木県真岡市 1070 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ 日本給食設備株式会社

いずみ幼稚園          群馬県前橋市 520 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

しば幼稚園新築工事 埼玉県川口市 640 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

浦和つくし幼稚園 埼玉県さいたま市 1140 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ 時設計

草加どろんこ保育園 埼玉県草加市 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

花の木なかよし保育園 埼玉県ふじみ野市 1460 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ､ｺﾙｸﾒﾝﾄ

しらゆき保育園 千葉県市川市 800 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

第2ますお幼稚園 千葉県柏市 870 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 山田建築Ｄ＆Ｍ株式会社

江見幼保一元化施設 千葉県鴨川市 370 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ 榎本建築設計事務所

西平井保育園 千葉県流山市 260 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ・ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 株式会社龍美

サンライズキッズ保育園奏の杜園 千葉県習志野市 60 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

明優保育園 千葉県八千代市 260 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ､ﾌﾚｽｺ 積水ハウス

五日市わかば保育園 東京都あきる野市 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

栗島幼稚園 東京都足立区 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

はぁもにぃ保育園 東京都板橋区 80 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ 有限会社国信建築設計事務所

栄町保育園新築工事 東京都板橋区 800 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ ノア建築研究所

もみの木保育園長峰 東京都稲城市 1800 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ ジンアーキテクツ

もみの木保育園若葉台 東京都稲城市 160 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ ジンアーキテクツ

青鳩幼稚園新築工事 東京都葛飾区 1900 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｽﾄﾘｱﾄ 山田建築Ｄ＆Ｍ株式会社

まどかこども園 東京都葛飾区 440 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ 山田建築Ｄ＆Ｍ株式会社

ｽﾏｰﾄﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ託児所 東京都江東区 920 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 株式会社龍美

ｽﾏｰﾄﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ有明 東京都江東区 280 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ 積水ハウス

亀戸ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞ 東京都江東区 340 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 積水ハウス

ｽﾏｰﾄﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ豊洲 東京都江東区 490 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 株式会社龍美

白梅第二保育園新築 東京都小平市 60 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

藤塚幼稚園 東京都狛江市 420 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ Ｃ.Ｄ.Ｃ.設計

こだま保育園 東京都新宿区 740 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ｽﾄﾘｱﾄ

せいが保育園 東京都新宿区 980 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ 有限会社国信建築設計事務所

いるま保育園 東京都新宿区 2180 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 有限会社国信建築設計事務所

ポピンズ市ヶ谷 東京都新宿区 120 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ

めぐみ保育園 東京都世田谷区 380 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ 有限会社国信建築設計事務所

もみの木太子堂保育園 東京都世田谷区 1180 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ ジンアーキテクツ

梅丘なごみ保育園 東京都世田谷区 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ 株式会社ケー・アール建築研究所

北烏山なごみ保育園 東京都世田谷区 1000 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｽﾄﾘｱﾄ 株式会社ケー・アール建築研究所

北烏山8丁目保育園 東京都世田谷区 620 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｽﾄﾘｱﾄ 有限会社国信建築設計事務所

深沢一丁目保育園 東京都世田谷区 380 ﾏｰﾓﾘｳﾑｽﾄﾘｱﾄ 株式会社アトリエ9

もみの木保育園希望ヶ丘 東京都世田谷区 1300 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ､ｺﾙｸﾒﾝﾄ

上馬5丁目保育園 東京都世田谷区 280 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ 東建築設計

ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ東玉川保育園 東京都世田谷区 60 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ､ﾌﾚｽｺ

宮久保幼稚園 東京都立川市 416 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ 山田建築Ｄ＆Ｍ株式会社

立川二葉幼稚園 東京都立川市 204 ｳォﾙﾄﾝ･ﾕﾆ

日東紡託児所 東京都千代田区 20 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

茶々むさしせき保育園 東京都練馬区 680 ｳォﾙﾄﾝ･ｼｰﾗｽ ＧＡＴ

なごみ保育園 東京都町田市 320 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

まちの保育園六本木 東京都港区 60 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

もみの木保育園　若葉台   東京都稲城市　 680 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

高浜保育園 東京都港区 20 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

世田谷さくら幼稚園       東京都立川市　 440 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

百合ヶ丘保育園 神奈川県川崎市 820 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ 杉本設計室

石心会川崎幸HP保育所 神奈川県川崎市 320 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

立正第2保育園 神奈川県相模原市 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ 袴田設計

ﾏｲﾊｰﾄ綱島東保育園 神奈川県横浜市 360 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ フクイアーキテクツ

こどもの詩保育園 神奈川県横浜市 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

スターチャイルド   神奈川県横浜市 80 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

マイハート紅葉ヶ丘保育園   神奈川県横浜市 200 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

リッショウ幼稚園 神奈川県横浜市 80 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

聖佳幼稚園 神奈川県横須賀市 100 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

二宮めぐみ幼稚園        神奈川県中郡 200 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ
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物件名 所在地 ㎡数 種類 設計社名

すいか保育園 新潟県新潟市 920 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ

新庄さくら保育園 富山県富山市 1340 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ﾋﾟｱﾉ･ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 地域建築設計事務所

同朋保育園 富山県滑川市 760 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

聖ヨハネ保育園 石川県金沢市 400 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

太陽第三こども園    静岡県浜松市 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

うれしの東保育園 岐阜県羽島郡 220 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ 大建met

津幼稚園新築工事 三重県津市 20 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

ﾊﾟﾚｯﾄ幼稚園 京都府京都市 180 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

慈愛幼稚園 兵庫県尼崎市 1350 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ 竹中工務店

園田幼稚園 兵庫県尼崎市　 80 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

園田慈愛幼稚園 兵庫県尼崎市 600 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

甲子園二葉幼稚園 兵庫県西宮市 760 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

たんぽぽ保育園 岡山県岡山市 160 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

りんでん保育園 福岡県糸島市 140 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

伊都保育園 福岡県福岡市 910 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ

保育園みんなの劇場 福岡県福岡市 40 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾌﾚｽｺ

有田市立新保育園 佐賀県有田市 20 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

雲仙我妻町保育園 長崎県雲仙市 60 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

くじらこども園 長崎県大村市 720 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ・ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ

はけみや保育園 熊本県熊本市 260 ｳォﾙﾄﾝ･ｼｰﾗｽ ケースリアル株式会社

城山保育園 熊本県熊本市 760 ﾏｰﾓﾘｳﾑ･ﾘｱﾙ

わかたけ保育園 熊本県水俣市 100 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾘｱﾙ･ﾌﾚｽｺ 篠　計画工房

東和保育園 鹿児島県鹿児島市 120 ﾏｰﾓﾘｳﾑﾌﾚｽｺ

お問い合わせ：フォルボ・フロアリングB.V. 日本支店　info.jp@forbo.com
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