
文京区・区立 世田谷区 墨田区 板橋区
藍染保育園 世田谷区危機管理室・災害対策課 墨田区立ひきふね保育園 平和保育園 （公立） 清水江尻保育園 清水西久保保育園 （公立） 井川幼稚園 東豊田幼稚園

かごまち保育園 ナオミ保育園 墨田区立きんし保育園 友和保育園 清水折戸保育園 清水保育園 清水原保育園 安東幼稚園 藁科幼稚園 安倍口幼稚園

さしがや保育園 分園りんごの木 育正保育園 北野保育園 清水入江保育園 清水不二見保育園 清水興津南保育園 清沢幼稚園 大谷幼稚園 西奈幼稚園

千石保育園 分園ぶどうの木 ナースリー保育園 旭保育園（旧園舎） 清水川原保育園 清水辻保育園 清水横砂保育園 久能幼稚園

久堅保育園 祖師谷保育園 ひまわり保育園 風の子保育園 清水駒越西保育園 清水三保保育園 清水庵原保育園 (私立） 桜花幼稚園 静岡豊田幼稚園

本駒込西保育園 祖師谷保育園・分園 木ノ下保育園 さくら保育園 清水興津北保育園 清水飯田南保育園 清水高部保育園 賤機幼稚園 南八幡幼稚園 静岡聖光幼稚園

目白台保育園 千歳保育園 墨田区立押上保育園 第一保育園 清水飯田東保育園 清水有度西保育園 清水有度東保育園 静岡学園幼稚園 丸子幼稚園 静岡聖母幼稚園

大塚保育園 千歳なないろ保育園 厚生館保育園 北野保育園＆分園 清水飯田北保育園 清水有度北保育園 蒲原東部保育園 アソカ幼稚園 静岡南幼稚園 ひばり幼稚園

駒込保育園 松沢幼稚園 本所たから保育園 前野幼稚園 蒲原西部保育園 (私立） いけがや保育園 麻機幼稚園 千代田幼稚園 静岡精華幼稚園

水道保育園 尾山台保育園 ムーミン保育園 ブルーポピー（特養） 麻機保育園 静岡ホーム保育学園 麻華保育園 常葉短付たちばな 新間杉の子幼稚園 静岡ふたば幼稚園

こひなた保育園 ちいさなおうち保育園 わらべみどり保育園 江東区 小鹿保育園 蛍が丘保育園 若松保育園 第一ひかり幼稚園 こまどり幼稚園 静岡ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ幼稚園

青柳保育園 烏山保育園 こひつじ保育園 陽だまり保育園 日吉町保育園 あゆみ第二保育園 春日保育園 てるみ幼稚園 かわはらいづみ幼稚園 ひばり幼児園

しおみ保育園 烏山杉の子保育園 共愛館保育園 ともしび保育園 あゆみ保育園 一番町保育園 足久保保育園 清水白百合幼稚園 興津桃花幼稚園 東海大付幼稚園

千石西保育園 めぐみ保育園 葛飾区 神愛保育園 月影保育園 いさみ保育園 ゆりかご保育園 サレジオ幼稚園 日本平幼稚園 蒲原・東光幼稚園

本郷保育園 喜多見野の花保育園 葛飾白百合幼稚園 江東区平野児童館 賤機保育園 竜南保育園 あけぼの保育園 蒲原学園幼稚園 蒲原聖母幼稚園 蒲原梅花幼稚園

本駒込南保育園 玉川子羊幼稚園 葛飾こどもの園幼稚園 大島新生幼稚園 たんぽぽ保育園 千代田保育園 ともえ保育園

根津保育園 さくらしんまち保育園 黎明保育園 亀戸児童館 うしづま保育園 こばと保育園 こぐま保育園 （公立） 第四保育園 中央保育園

本駒込保育園 練馬区 れいめい堀切学童保育クラブ 足立区 清水聖母保育園 相生保育園 曙保育園 第一保育園 第二保育園 第三保育園

向丘保育園 平和保育園 れいめい宝学童保育クラブ 谷在家保育園 袖師保育園 のぞみ保育園 風の子保育園 （私立） 神谷城保育園 こばと保育園

グループ保育室こうらく 練馬区立東大泉第二保育園 青戸もも保育園 三星保育園 吉原保育園 みどりが丘保育園 清水隣保館保育園 島田聖母保育園 初倉保育園 くりのみ保育園

柳町幼稚園 練馬区立東大泉第三保育園 上平井幼稚園 うめだ「子供の家」 蒲原梅花保育園 第二ふたば保育園 六合第一保育園 六合第二保育園 六合幼稚園

第一幼稚園 練馬区立光が丘第四保育園 青戸福祉保育園 新田保育園 金谷幼稚園 みどり幼稚園 五和幼稚園

千駄木幼稚園 練馬区立光が丘第六保育園 独立新生葛飾教会 杉並区 （公立） すぎのこ保育園 こまつ保育園 島田中央幼稚園 島田南幼稚園 島田北幼稚園

湯島幼稚園 練馬二葉保育園 大西保育園 むさしの保育園 江西保育園 神田原保育園 寺島保育園 島田学園付幼稚園

文京区・私立 神の教会保育園＆分園 こばとの森保育園 杉並さゆり保育園 小沢渡保育園 権現谷保育園 中ノ町保育園

慈愛会保育園 どんぐり山保育園 かつしか風の子保育園 杉並さゆり保育園分園 笠井保育園 佐鳴台保育園 西保育園 （公立） 鷹岡保育園 浅間保育園

聖園幼稚園 南大泉にじのいろ保育園 住吉保育園 野のはな空のとり保育園 可美保育園 篠原保育園 馬込保育園 柏原保育園 第一保育園 第二保育園

八千代保育園 大泉にじのいろ保育園 中青戸保育園 荻窪北保育園 鴨江保育園 積志保育園 三方原保育園 第三保育園 なかじま保育園 森島保育園

根津家庭的保育室 上石神井にじのいろ保育園 小谷野しょうぶ保育園 阿佐谷保育園 南保育園 吉野保育園 和合保育園 杉の木保育園 中野保育園 厚原保育園

キッズソフィア白山保育園 豊島区 中青戸学童保育クラブ 杉並の家保育園 鹿島保育所 雄踏保育園 広見保育園 蓼原保育園 てんま保育園

中野区 養浩荘（特養） 青戸小学童保育クラブ 方南隣保館保育園 (私立） きぶね保育園 中瀬保育園 南保育園 浜保育園 岩本保育園

中野みなみ保育園 同援さくら保育園 梅田小学童保育クラブ ひこばえ幼稚園 天林寺保育園 若宮保育園 住吉保育園 （私立） なかじま保育園 松岡保育園

野方さくら保育園 西巣鴨さくらそう保育園 港区・公立 京王キッズプラッツ永福町 蒲保育園 太陽保育園 ハロー保育園 伝法保育園 緑ヶ丘保育園 みどりご保育園

徳田保育園 池袋中学校（ガラス飛散防止） 青山児童館 マイルドハート高円寺（特養） いずみ保育園 入野保育園 芝本保育園 中里保育園 岩松保育園 えのき保育園

町田市 西巣鴨小学校（ガラス飛散防止） 赤坂保育園 江戸川区 やまびこ保育園 新原保育園 ひな保育園 富士保育園 光明幼稚園

町田わかくさ保育園 朝日小学校（ガラス飛散防止） 青山保育園 みのり保育園 (私立） 萩丘幼稚園 相生幼稚園

高ヶ坂保育園 朋友小学校（ガラス飛散防止） 西麻布保育園 荒川区 天王幼稚園 （公立） 原里第一保育園 東保育園

和光鶴川幼稚園 池袋小学校（ガラス飛散防止） 南青山保育園 汐入とちのき保育園 高根第一保育園 原里第二保育園 印野保育園

高ヶ坂ふたば保育園 千早小学校（ガラス飛散防止） 高輪保育園 尾久隣保館保育園 （公立） 加茂川町保育園 青木保育園 玉穂第一保育園 高根第二保育園 玉穂第二保育園

小野路保育園 千早図書館（ガラス飛散防止） 放課後クラブ青南 小平市 若葉保育園 光ヶ丘保育園 幸原保育園 西保育園 神山保育園 玉穂幼稚園

町田ときわ保育園 北区 八王子市 ゆたか保育園 谷田保育園 緑町佐野保育園 光原保育園 御殿場幼稚園 富士岡幼稚園 竈幼稚園

つくしの天使幼稚園 王子隣保館保育園 光明第八保育園 小平あおば幼稚園 伊豆佐野保育園 松本幼稚園 沢地幼稚園 神山幼稚園 森之腰幼稚園 原里幼稚園

森野３丁目保育園 上十条南保育園 美山保育園 グループホーム・おがわ 中央幼稚園 東幼稚園 北幼稚園 原里西幼稚園 （私立） 双葉保育園

おひさま共同保育園 品川区 桑都保育園 武蔵野市 みかど幼稚園 （私立） 桜ヶ丘幼稚園 富岳保育園 みなみ幼稚園

かえで保育園 石井保育園 静教保育園 ふじの実保育園 のびる幼稚園 恵明コスモス保育園 加茂保育園

清林ハイツ（グループH） 目黒区 京王キッズプラッツ南大沢 精華第二保育園 中郷南保育園 中郷西保育園 恵明保育園 （公立） 前島保育園 城南保育園

清風園（特養） 緑丘保育園 東久留米市 西久保保育園 三島ようらん保育園 白道保育園 芙蓉台保育園 ふじの花保育園 （私立） 藤枝東幼稚園

多摩市 中目黒駅前保育園 グループホーム・たきやま 稲城市 西益津幼稚園 藤岡聖ﾏﾘｱ保育園 たちばな保育園

東京地震防災㈱の前身：ジャパンシステムサービス㈱　（静岡市・平成20年10月現在）

静　岡　市　保　育　園 静　岡　市　幼　稚　園

島田市保育園・幼稚園

浜松市保育園・幼稚園

富士市保育園・幼稚園

御殿場市保育園・幼稚園

三島市保育園・幼稚園

藤枝市保育園・幼稚園

富士宮市保育園

都内保育園などの主な施工済み実績　（平成２８年８月現在）



多摩みゆき幼稚園 清瀬市 グループホーム・ひかわだい 若葉台バオバブ保育園 （公立） 井之頭保育園 西保育園 青木橋保育園 藤枝西幼稚園 藤枝橘幼稚園

バオバブ保育園 のしお保育園 国立市 向陽台保育園 富士根保育園 大岩明倫保育園 大中里保育園 平島幼稚園 こばと幼稚園 藤岡幼稚園

立川市 すみれ保育園＆分園 国立あゆみ保育園 日野市 大富士保育園 北山保育園 粟倉保育園 藤枝音羽幼稚園 駿河台幼稚園

けやき台さくら保育園 中清戸保育園 和光保育園 日野保育園 上井出保育園 白糸保育園 小泉保育園

松戸市 清瀬上宮保育園 国立あおいとり保育園 京王キッズプラッツ高幡 山宮保育園 大宮保育園 明星保育園 （公立） 豊田南保育所 豊田南第二保育所

小金保育所 清瀬駅前乳児保育園 あいわ保育園 三鷹市 （私立） 野中保育園 富丘保育園 北保育園 今之浦保育園 二ノ宮保育園

東漸寺幼稚園 きよせ保育園 あきる野市 三鷹市立西野保育園 外神あけぼの保育園 東保育園 磐田南保育園 豊田西保育所 豊田北保育所

第一平和保育園 府中市 光明第六保育園 船橋市 豊田東保育所 豊田南第三保育所 青城幼稚園

新松戸ベビーホーム 晴見保育園 狛江市 あすなろ保育園 （公立） 石津保育園 旭町保育園 豊田北部幼稚園 豊田南幼稚園 豊田東幼稚園

みやこ幼稚園 にじのいろ保育園 虹のひかり保育園 みどり保育園 小川保育園 和田幼稚園 東益津幼稚園 （私立） 龍の子幼稚園 バディ幼稚舎

八千代市 調布市 西東京市 市川市 大富幼稚園 さつき幼稚園 いずみ第二保育園 こうのとり東保育園 みなみしま保育園

若葉ナーサリースクール 緑ヶ丘保育園 和泉保育園　 太陽の子保育園 （私立） なかよし大富保育園 たんぽぽ保育園 ひまわり保育園

勝田保育園 仙川保育園 木更津市 風の谷保育園 さくら保育園 ふたば保育園 明星保育園

相模原市 昭島市 百谷幼稚園 国府台保育園 なかよし保育園 たかくさ保育園 焼津南保育園 （公立） 勝間田保育園 細江保育園

（南区）さいわい保育園 昭和郷第二保育園 みつわ幼稚園 新座市 焼津幼稚園 みなと幼稚園 すみれ台幼稚園 大沢保育園 萩間保育園 牧の原保育園

ふちのべ保育園分園 昭和郷保育園 川崎市 光保育園 焼津豊田幼稚園 みやじま幼稚園 焼津中央幼稚園 菅山保育園 地頭方保育園 坂部保育園

（中央区）清水保育園 同援はいじま保育園 星の子愛児園 光第二保育園 まどか幼稚園 暁幼稚園 静波西保育園 静波保育園 地頭方幼稚園

つつじが丘保育園 第二厚生館愛児園 三郷市 相良幼稚園

わかくさ保育園 京町いずみ保育園 栄光幼稚園 （公立） おおぶち保育園 桜木幼稚園 （私立） 榛原ふたば幼稚園 川崎幼稚園

東大和市 至生館なしのはな保育園 栄光けやきの森 横須賀幼稚園 掛川幼稚園

上北台こひつじ保育園 至生館ゆりがおか保育園 和光市 （私立） 南郷保育園 中央保育園 （公立） 笠原保育園 南保育園

横浜市 生田うりぼう愛児園 しらこ保育園 掛川聖ﾏﾘｱ保育園 本郷保育園 桜木保育園 浅羽北幼稚園 浅羽南幼稚園 浅羽西幼稚園

バオバブ霧が丘保育園（緑区） YMCAかわさき保育園 厚木市 宮脇保育園 城北保育園 智光幼稚園 浅羽東幼稚園 （私立） つくし保育園

十日市場こども園（緑区） 土橋１丁目地内保育所 かねだチャイルド保育園 美登里幼稚園 くるみ幼稚園 葛ヶ丘幼稚園 山名幼稚園 明和第一保育園 ルンビニ保育園

横浜創英中・高校（神奈川区） 中野島フレンズ保育園
（公立） 西幼稚園 深良幼稚園 （公立） 浜岡保育園 佐倉保育園

いずみ幼稚園 須山幼稚園 富岡第一幼稚園 御前崎保育園 白羽保育園 新野幼稚園

富岡第二幼稚園 （私立） さくら保育園 佐倉幼稚園 比木幼稚園 池新田幼稚園

朝比奈幼稚園 高松幼稚園

（公立） 東幼稚園 桃沢幼稚園

中央保育園 長窪保育園 （私立） 菊川保育園 神谷城保育園

（私立） 太陽の子保育園 ひかり保育園 ひがし保育園 みなみ保育園

大井川町保育園 河城保育園 横地保育園 双葉保育園

（公立） 岩渕保育園 （公立） 中央幼稚園 （公立） 内田保育園

富士川第一幼稚園 松千代保育園 南保育園

西保育園 （公立） 本川根桜保育園 本川根泉保育園

（公立） 由比保育園 東保育園 地名保育園 上長尾保育園 瀬平保育園

由比幼稚園 入山保育園 伊豆市保育園 藤川保育園

岡部町保育園 （公立） （私立）

（私立） 朝比奈保育園 修善寺保育園 （公立） きたごう保育園 すがぬま保育園

みわ保育園 岡部聖母保育園 湖西市保育園 すばしり保育園 いきど保育園

芝川町保育園 （公立） （私立）

芝浦南保育園 柚野保育園 なぎさ保育園 （公立） さくら保育園 わかば保育園

芝浦北保育園 内房保育園 微笑保育園 あやめ保育園 すみれ保育園 さゆり保育園

伊豆の国市 伊東市保育園
（公立） 第一保育園 （私立） 若葉保育園 （公立） （公立）

新居幼稚園 （公立） 西部保育園 ひまわり保育園 八幡野保育園

磐田市保育園・幼稚園

吉田町保育園

新居町保育園・幼稚園 函南町保育園

長泉町保育園
菊川市保育園・幼稚園

富士川町保育園・幼稚園

川根本町保育園
由比町保育園・幼稚園

小山町保育園

焼津市保育園・幼稚園

牧之原市保育園・幼稚園

掛川市保育園・幼稚園

袋井市保育園・幼稚園

裾野市保育園・幼稚園 御前崎市保育園・幼稚園




