
ガイナ施工実績表

日付 施主（依頼主） 住所 施工箇所

平成１８年２月 広島アルミニウム㈱様 広島県山県郡 2000 ㎡ 食堂棟内外装・屋根

平成１８年３月 米子製餡㈱様 鳥取県米子市 1200 ㎡ 工場内壁・天井

平成１８年３月 日進産業 四国営業所 ｺｺﾛ･ｴｺ事業部様 香川県高松市 420 ㎡ 事務所内・外装

平成１８年４月 シルバーステイツ TAD丸の内ビル様 香川県高松市 105 ㎡ トイレ室内断熱

平成１８年４月 蓬莱様邸 香川県高松市 210 ㎡ 民家外壁

平成１８年５月 やまぼうし工房様 長崎県雲仙市 90 ㎡ 店舗屋根

平成１８年５月 内藤様邸 島根県松江市 210 ㎡ 民家外壁

平成１８年５月 フレッシュフーズ山陰㈱様 島根県雲南市 360 ㎡ 店舗内装

平成１８年５月 （有）クチキテック様 群馬県沼田市 240 ㎡ 屋根・外壁リフォーム

平成１８年５月 巽様邸 兵庫県芦屋市 150 ㎡ 民家屋根

平成１８年５月 （有）ネギシシートメタル様 群馬県みどり市 420 ㎡ 工場屋根

平成１８年５月 ㈱ムソウ工業様 大阪府茨木市 390 ㎡ 社屋屋根・外壁

平成１８年６月 ㈱ワカバハウス様 茨城県つくば市 180 ㎡ 倉庫･波型スレート

平成１８年６月 丸十運輸様 岡山県岡山市 1500 ㎡ 倉庫屋根・外装

平成１８年６月 渡辺様邸 東京都国立市 360 ㎡ 民家外壁・屋根

平成１８年６月 マルナカ神田店様 香川県高松市 360 ㎡ 店舗天井

平成１８年６月 カネスエ国府台様 愛知県稲沢市 4700 ㎡ スーパーマーケット屋根

平成１８年７月 （有）クチキテック様 群馬県沼田市 660 ㎡ 工場屋根

平成１８年７月 天翔建設㈱様 福岡県飯塚市 300 ㎡ 建物外壁

平成１８年７月 グリーンエコ開発㈱様 青森県十和田市 420 ㎡ 建物外壁

平成１８年７月 アマンディ様 福岡県筑紫野市 900 ㎡ 温泉屋根テント

平成１８年７月 マツノ様 東京都調布市 30 ㎡ 車エンジン断熱

平成１８年７月 松井医院様 長崎県大村市 1000 ㎡ 建物外壁・屋上・床

平成１８年７月 天水苑様 広島県広島市 1860 ㎡ 建物屋上

平成１８年７月 ビケンテック㈱様 大阪府羽曳野市 180 ㎡ 工場屋根

平成１８年７月 フレッシュフーズ山陰㈱様 島根県雲南市 1800 ㎡ 工場屋根

平成１８年７月 根本外科胃腸科医院様 栃木県宇都宮市 240 ㎡ 建物外壁

平成１８年７月 千葉畜産工業㈱様 千葉県船橋市 73 ㎡ オイルタンク・水タンク

平成１８年７月 大同特殊鋼㈱王子工場様 東京都北区 30 ㎡ 焼入室防音対策

平成１８年８月 ㈱エコージャパン様 岐阜県本巣市 120 ㎡ レーシングカー

平成１８年８月 Ｓ様邸 茨城県古川市 510 ㎡ 民家内装

平成１８年８月 大久保様邸 群馬県高崎市 120 ㎡ 民家屋根

平成１８年８月 ㈱シュウテック様 鹿児島県鹿児島市 150 ㎡ 事務所屋上

平成１８年８月 東京電力健康保険組合日光荘様 栃木県日光市 90 ㎡ 建物内装

平成１８年８月 大東マテリアル様 大阪府大阪市 690 ㎡ 事務所屋根

平成１８年８月 牧様邸 東京都豊島区 405 ㎡ 住宅外壁・屋上

平成１８年８月 ㈱鴻治組様 広島県広島市 300 ㎡ 倉庫外壁

平成１８年８月 浜田様邸 沖縄県うるま市 210 ㎡ 住宅天井

面積
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平成１８年８月 下津様邸 福岡県福岡市 70 ㎡ 住宅和室内装

平成１８年９月 長井様邸 東京都練馬区 450 ㎡ 民家内装

平成１８年９月 京運商事㈱様 栃木県宇都宮市 30 ㎡ トラック屋根

平成１８年９月 千葉市役所様 千葉県千葉市 360 ㎡ 建物内装

平成１８年９月 十河様邸 香川県高松市 570 ㎡ 民家外装

平成１８年９月 りんかい日産建設㈱様 東京都杉並区 1890 ㎡ マンション内装

平成１８年９月 チャメルマーククラブ様 東京都港区 90 ㎡ プール天井

平成１８年９月 パラオ･パシフィック･リゾート様 パラオ共和国 4470 ㎡ ホテル各室天井・壁

平成１８年９月 ㈱都喜和建設様 東京都練馬区 180 ㎡ 屋上マンション鉄筋

平成１８年９月 東新住建㈱様 愛知県稲沢市 170 ㎡ 野地板試験施工

平成１８年９月 ルエメゾンロワール西公園Ⅱ様 福岡県福岡市 500 ㎡ マンション外壁

平成１８年９月 荒川工業㈱様 愛知県春日井市 30 ㎡ 炉の耐熱版

平成１８年９月 日本通運㈱千葉中央支店様 千葉県千葉市 60 ㎡ コンテナ断熱

平成１８年９月 大日本インキ化学工業様 愛知県小牧市 30 ㎡ 製造機械の断熱

平成１８年10月 河村様邸 広島県福山市 150 ㎡ 塀

平成１８年10月 コムハウス様 東京都杉並区 1320 ㎡ マンション内・外装

平成１８年10月 渡部様邸 福島県郡山市 180 ㎡ 民家屋根

平成１８年10月 佐藤様邸 秋田県男鹿市 120 ㎡ 住宅屋根

平成１８年10月 和泉様邸 大阪府大阪市 300 ㎡ 民家外壁リフォーム

平成１８年10月 和田様邸 広島県広島市 480 ㎡ 民家外装

平成１８年10月 蜂須賀様邸 栃木県下都賀郡 240 ㎡ 民家屋根・外装

平成１８年10月 分まるじ様 栃木県日光市 660 ㎡ 店舗外壁

平成１８年10月 ㈱エコ・ライフ様 石川県金沢市 180 ㎡ 民家外装

平成１８年10月 いけはら動物病院様 沖縄県沖縄市 510 ㎡ 病院屋根

平成１８年10月 金藤様邸 大阪府堺市 300 ㎡ 住宅外壁

平成１８年10月 ㈱国際薪釜研究所様 栃木県宇都宮市 30 ㎡ 焼却炉(300℃対応)

平成１８年11月 柴田医院様 兵庫県尼崎市 210 ㎡ 建物外壁

平成１８年11月 ㈱東興社様 大阪府大阪市 210 ㎡ ビル屋上

平成１８年11月 西村様邸 香川県高松市 240 ㎡ 民家内装

平成１８年11月 増子様邸 福島県郡山市 345 ㎡ 民家屋根・外壁

平成１８年11月 イングランドカントリーハウス様 滋賀県草加市 270 ㎡ モデルハウス外装

平成１８年11月 斉藤様邸 東京都八王子市 270 ㎡ 民家内･外装

平成１８年11月 ㈱ワイテック岩見工場様 島根県邑智郡 1200 ㎡ 工場屋根

平成１８年11月 ㈱筑紫機材様 福岡県粕屋郡 330 ㎡ 新増築社屋屋根

平成１８年11月 （有）札幌エコテック様 北海道札幌市 35 ㎡ 事務所内装

平成１８年11月 岡田工業㈱様 宮崎県延岡市 30 ㎡ スレート屋根断熱

平成１８年12月 ㈱ヤワタホームマンション様 千葉県香取郡 1600 ㎡ マンション外壁

平成１８年12月 中央建設㈱様 岡山県岡山市 315 ㎡ 建物外装
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平成１８年12月 友田様邸 広島県広島市 300 ㎡ 民家外装

平成１８年12月 戸谷様邸 東京都新宿区 465 ㎡ 民家内装

平成１８年12月 みしまや春日店様 島根県松江市 3000 ㎡ 店舗屋根

平成１８年12月 ㈱キュウエイコーポレーション様 宮城県名取市 600 ㎡ 建物内・外装

平成１８年12月 佐原様邸 愛知県豊橋市 180 ㎡ 民家外装

平成１８年12月 辻様邸 群馬県沼田市 330 ㎡ 民家外壁

平成１８年12月 アットハウジング豊橋様 愛知県豊橋市 180 ㎡ モデルハウス外装

平成１８年12月 三井化学㈱　下関工場様 山口県下関市 3600 ㎡ 工場屋根

平成１８年12月 野田様邸 千葉県柏市 180 ㎡ 住宅塗装

平成１９年１月 四万十塾様 高知県四万十市 150 ㎡ 民家内装

平成１９年１月 中川様邸 北海道茅部郡 210 ㎡ 民家外装

平成１９年１月 金井様邸 栃木県佐野市 180 ㎡ 民家外壁

平成１９年１月 ㈱樋口　発寒工場様 北海道札幌市 540 ㎡ 工場事務所屋根

平成１９年１月 ㈱プラス･デコレー様 広島県広島市 360 ㎡ 民家外装

平成１９年１月 滝本様邸 静岡県浜松市 210 ㎡ 民家内装

平成１９年１月 出雲造機㈱様 島根県安来市 16600 ㎡ 工場屋根

平成１９年２月 飯田建築(有)１級建築士事務所様 埼玉県入間市 270 ㎡ 建物外壁

平成１９年２月 新湊港町市営住宅様 富山県射水市 250 ㎡ 住宅外壁

平成１９年２月 スーパーモリナガ　久留米店様 福岡県久留米市 3000 ㎡ スーパーマーケット屋根

平成１９年２月 ㈱筑紫機材様 福岡県太宰府市 180 ㎡ 折板屋根塗装

平成１９年２月 荻原様邸 神奈川県逗子市 180 ㎡ 住宅外壁

平成１９年３月 ㈲小泉製作所様 富山県富山市 200 ㎡ 工場屋根

平成１９年３月 ㈱コムハウス様 東京都武蔵野市 2500 ㎡ マンション内装

平成１９年３月 健康ランド　カッパ王国様 福島県伊達市 4000 ㎡ 施設内・外装

平成１９年３月 明治安田生命保険相互会社様 大分県別府市 800 ㎡ ビル外壁

平成１９年３月 池田様邸 兵庫県加古川市 90 ㎡ 住宅屋根

平成１９年４月 ㈱養命様 愛媛県新居浜市 1050 ㎡ 事務所屋根・内壁・天井

平成１９年４月 ㈱旭技研様 富山県富山市 600 ㎡ 工場屋根

平成１９年４月 ㈱エリオ総建様 石川県加賀市 7840 ㎡ 工場屋根・外壁

平成１９年４月 長川様邸 香川県丸亀市 175 ㎡ 住宅外壁

平成１９年４月 木下様邸 兵庫県神戸市 100 ㎡ 住宅屋根

平成１９年４月 名取様邸 山梨県甲府市 350 ㎡ 住宅外壁

平成１９年４月 河合様邸 滋賀県大津市 280 ㎡ 住宅外装一式

平成１９年４月 住友電工ハードメタル㈱　伊丹工場様 兵庫県伊丹市 240 ㎡ 工場屋根

平成１９年４月 高橋様邸 宮城県仙台市 270 ㎡ 住宅外壁

平成１９年４月 (有)萬生園様 東京都国分寺市 175 ㎡ 事務所屋根

平成１９年４月 倉谷様邸 大阪府堺市 210 ㎡ 住宅外壁

平成１９年４月 畑沢様邸 大阪府堺市 350 ㎡ 住宅外壁
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平成１９年４月 山崎様邸 千葉県柏市 175 ㎡ 住宅外壁

平成１９年４月 山本様邸 埼玉県桶川市 245 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年４月 名糖運輸㈱　千葉物流センター様 千葉県習志野市 315 ㎡ 倉庫屋根・外壁

平成１９年４月 ㈱コムハウス様 東京都杉並区 2500 ㎡ マンション内装

平成１９年４月 中川様邸 山形県山形市 120 ㎡ 住宅屋根

平成１９年４月 城中様邸 香川県宇多津町 170 ㎡ 住宅天井・内壁

平成１９年４月 川井様邸 広島県広島市 120 ㎡ 住宅外壁

平成１９年４月 阿部様邸 埼玉県越谷市 385 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年４月 金井様邸 埼玉県草加市 280 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年５月 ㈱エイシン様 香川県三豊市 95 ㎡ 事務所外壁・内壁

平成１９年５月 大塚様邸 栃木県宇都宮市 180 ㎡ 住宅野地板

平成１９年５月 金井様邸 栃木県佐野市 350 ㎡ 住宅内装

平成１９年５月 山口様邸 栃木県宇都宮市 360 ㎡ 住宅外壁

平成１９年５月 ニラク瀬上店様 福島県福島市 900 ㎡ 商業施設内壁

平成１９年５月 ニラク加須愛宕店様 埼玉県加須市 137 ㎡ 商業施設外部床

平成１９年５月 大塚様邸 栃木県宇都宮市 210 ㎡ 住宅外壁

平成１９年５月 山一精工㈱　湊工場様 石川県金沢市 1050 ㎡ 工場外壁

平成１９年５月 城様邸 兵庫県西宮市 610 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年５月 鈴木様邸 群馬県前橋市 175 ㎡ 住宅屋根

平成１９年５月 カルビー㈱　苫小牧工場様 北海道苫小牧市 140 ㎡ 輸送用コンパネ

平成１９年５月 ㈱マサキ設備様 大阪府大阪市 245 ㎡ 事務所屋上

平成１９年５月 五代様邸 福岡県福岡市 210 ㎡ 住宅外壁

平成１９年５月 山岡様邸 愛媛県伊予市 300 ㎡ 住宅外壁

平成１９年５月 廣田様邸 埼玉県新座市 180 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年５月 フタコプロジェクト様 神奈川県川崎市 665 ㎡ 集合住宅外壁

平成１９年５月 赤津様邸 神奈川県川崎市 525 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年５月 片柳様邸 栃木県 170 ㎡ 住宅屋根（野地板）

平成１９年５月 ラインワークス㈱様 栃木県 260 ㎡ 事務所屋根

平成１９年５月 大政様邸 愛媛県松山市 210 ㎡ 住宅屋根

平成１９年５月 稲井様邸 香川県高松市 390 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年５月 小野様邸 香川県高松市 185 ㎡ 住宅屋上

平成１９年５月 為政様邸 広島県広島市 210 ㎡ 住宅内装

平成１９年５月 錦港湾サウスロードユースホステル様 鹿児島県肝属町 175 ㎡ ホテル内装

平成１９年５月 ㈱大幸製作所様 大阪府東大阪市 500 ㎡ 工場屋根

平成１９年５月 プロテクトエンジニアリング㈱様 大阪市堺市 500 ㎡ 工場屋根

平成１９年５月 弁天寿司様 新潟県新潟市 315 ㎡ 店舗内装・外装

平成１９年５月 Ｒ北館様 北海道網走郡 120 ㎡ 店舗床

平成１９年５月 大林様邸 愛知県豊川市 350 ㎡ 住宅外壁
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平成１９年５月 三洞製線㈱様 群馬県桐生市 2700 ㎡ 工場屋根

平成１９年５月 阪口様邸 神奈川県逗子市 175 ㎡ 住宅外壁

平成１９年５月 伊藤様邸 長野県松本市 245 ㎡ 住宅屋根

平成１９年５月 ㈱スイシン様 茨城県北茨木市 945 ㎡ 工場屋根

平成１９年５月 一之瀬様邸 愛知県名古屋市 630 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年５月 ㈱アースクリエイト様 東京都小金井市 410 ㎡ 工場内壁・天井

平成１９年５月 熊本繭繊維㈱様 熊本県熊本市 100 ㎡ 工場屋根

平成１９年５月 ㈱道具様 富山県高岡市 140 ㎡ 事務所屋根・内壁

平成１９年５月 日本コルマー㈱　出雲工場様 島根県雲南市 3400 ㎡ 工場屋根

平成１９年５月 ほっと大東様 島根県雲南市 300 ㎡ デイサービス屋根

平成１９年５月 アーキプラン設計事務所様 鹿児島県鹿児島市 300 ㎡ 事務所屋根・外壁

平成１９年５月 木村様邸 東京都世田谷区 315 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年６月 ＩＣＥＳ(有)様 愛知県瀬戸市 540 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 戸田様邸 茨城県牛久市 300 ㎡ 住宅外壁

平成１９年６月 ㈱ブリジストン　東京工場様 東京都小平市 120 ㎡ 試験器防音施工

平成１９年６月 大手乳製品会社様　工場 愛知県 210 ㎡ エアダクト塗装

平成１９年６月 アスモ昭和店様 岐阜県高山市 3000 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 ㈱山森製作所様 富山県富山市 150 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 山崎製パン㈱様 東京都武蔵野市 490 ㎡ 工場天井

平成１９年６月 アスモ昭和店様 岐阜県高山市 4200 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 石飛様邸 福岡県福岡市 275 ㎡ 住宅外壁・内壁・塀

平成１９年６月 ㈱仁和電機様　 東京都足立区 270 ㎡ 倉庫外壁・屋上

平成１９年６月 明治安田生命保険相互会社　中津営業所様 大分県中津市 270 ㎡ 事務所内壁

平成１９年６月 阿部様邸 大阪府豊中市 300 ㎡ 住宅外壁

平成１９年６月 ミサワホーム東京㈱様 東京都豊島区 412 ㎡ 住宅内壁

平成１９年６月 ㈱アジア俱楽部様 福岡県福岡市 300 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 齋藤様邸 大阪府豊中市 600 ㎡ 住宅屋根・外壁・内壁・天井

平成１９年６月 京坂様邸 富山県中新川郡 280 ㎡ 住宅外壁

平成１９年６月 お菓子の「宝」様 香川県高松市 100 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 岡田様邸 大阪府東大阪市 168 ㎡ 住宅外壁

平成１９年６月 彌満和精機工業㈱様 山形県米沢市 1190 ㎡ 倉庫屋根・外壁

平成１９年６月 ㈱彌満和プレシジョン　会津工場様 福島県河沼郡 1050 ㎡ 工場外壁

平成１９年６月 内山様邸 神奈川県川崎市 490 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年６月 （有）ワイズ様 東京都港区 490 ㎡ 事務所内壁・天井

平成１９年６月 ㈱太平製作所様 愛知県小牧市 2800 ㎡ 事務所屋根

平成１９年６月 山下様邸 茨城県鹿嶋市 200 ㎡ 住宅床

平成１９年６月 めいこうハイツ　北小金様 千葉県松戸市 1120 ㎡ 集合住宅内装・外装・床

平成１９年６月 ﾅﾙﾈｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ　春日井営業所様 愛知県春日井市 350 ㎡ 住宅屋根



ガイナ施工実績表

日付 施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成１９年６月 熊本工業団地組合様 熊本県上益城郡 200 ㎡ 事務所屋根

平成１９年６月 上坂様邸 熊本県熊本市 230 ㎡ 住宅外壁

平成１９年６月 池田興業㈱　下関支店様 山口県下関市 2400 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 掛合小学校様 島根県雲南市 1180 ㎡ 内壁・天井

平成１９年６月 ヒカリ工業㈱様 鳥取県境港市 600 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 田淵様邸 鳥取県鳥取市 600 ㎡ 住宅外壁

平成１９年６月 しまね信用金庫様 島根県雲南市 300 ㎡ ビル屋根

平成１９年６月 多久和様邸 島根県松江市 180 ㎡ 住宅外壁

平成１９年６月 庄司様邸 島根県松江市 210 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年６月 ボディビル川口配送センター様 埼玉県川口市 280 ㎡ 倉庫屋根

平成１９年６月 ㈱置田鉄工所様 岡山県岡山市 825 ㎡ 工場屋根

平成１９年６月 仙台市 宮城県仙台市 137 ㎡ 機械室屋根

平成１９年７月 ㈱エイシン様 香川県三豊市 2040 ㎡ 工場屋根

平成１９年７月 大手乳製品会社様　工場 愛知県 200 ㎡ エアダクト塗装

平成１９年７月 森田様邸 富山県富山市 120 ㎡ 住宅屋根

平成１９年７月 最上様邸 東京都目黒区 600 ㎡ 住宅外壁・床

平成１９年７月 明治安田生命保険相互会社　豊後高田営業所様 大分県豊後高田市 480 ㎡ 事務所外壁・内装

平成１９年７月 田中様邸 秋田県鹿角市 120 ㎡ 集合住宅内装

平成１９年７月 名糖運輸㈱　物流センター様 福岡県福岡市 1800 ㎡ 倉庫屋根

平成１９年７月 ㈱筑紫機材様 福岡県太宰府市 300 ㎡ 工場屋根

平成１９年７月 羽倉様邸 千葉県柏市 150 ㎡ 住宅外壁

平成１９年７月 笠原製作所㈱様 長野県塩尻市 180 ㎡ 事務所屋根

平成１９年７月 ㈱シグマ様 佐賀県 350 ㎡ 事務所外装

平成１９年７月 柳下様邸 神奈川県 150 ㎡ 車庫屋根

平成１９年７月 マンション５番町様 兵庫県西宮市 560 ㎡ 集合住宅外壁

平成１９年７月 ㈱彌満和プレシジョン　本社工場様 福島県福島市 1920 ㎡ 工場屋根・外壁

平成１９年７月 今枝様邸 京都府下京区 300 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年７月 酒井様邸 長野県須坂市 140 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年７月 金井様邸 新潟県新潟市 245 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年７月 香村様邸 愛知県豊橋市 400 ㎡ 住宅内壁・天井

平成１９年７月 内田様邸 埼玉県川越市 210 ㎡ 住宅屋根

平成１９年７月 共栄産業㈱様 埼玉県東松山市 245 ㎡ 工場外壁

平成１９年７月 ㈱サクラ企画運輸様 千葉県千葉市 236 ㎡ 住宅外装・内装

平成１９年７月 鈴木様邸 東京都武蔵野市 300 ㎡ 住宅内装

平成１９年７月 齋藤様邸 神奈川県鎌倉市 500 ㎡ 住宅屋根

平成１９年８月 （有）藤戸工務店様 滋賀県高島市 200 ㎡ 住宅外壁・内壁

平成１９年８月 ㈱システック牛島　本社工場様 富山県富山市 600 ㎡ 工場屋根

平成１９年８月 山崎製パン㈱　武蔵野工場様 東京都東久留米市 350 ㎡ 工場屋根



ガイナ施工実績表

日付 施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成１９年８月 ㈱仁和電機様 東京都足立区 270 ㎡ 工場外壁

平成１９年８月 鈴木電気店様 愛知県豊田市 137 ㎡ 店舗屋根

平成１９年８月 明治安田生命保険相互会社　臼杵営業所様 大分県臼杵市 150 ㎡ 事務所外壁

平成１９年８月 ㈱筑紫機材様 福岡県太宰府市 120 ㎡ 工場屋根・外壁

平成１９年８月 ㈱第一ヒューテックマンション様 神奈川県川崎市 458 ㎡ 集合住宅内壁

平成１９年８月 大竹様邸 大阪府八尾市 257 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年８月 オリエンタル酵母工業㈱　埼玉工場様 埼玉県新座市 680 ㎡ 工場屋根

平成１９年８月 フィルパーク㈱様 東京都目黒区 180 ㎡ 事務所屋根

平成１９年８月 田中様邸 福岡県福岡市 250 ㎡ 住宅外壁

平成１９年８月 西日本住建㈱様 大阪府堺市 120 ㎡ 事務所内壁

平成１９年８月 上高田レジデンス様 東京都中野区 490 ㎡ 集合住宅外壁

平成１９年８月 大橋様邸 栃木県 100 ㎡ 住宅屋根（野地板）

平成１９年８月 小林様邸 香川県高松市 3 ㎡ 住宅浴室天井

平成１９年８月 泉ヶ丘幼稚園様 神奈川県横浜市 355 ㎡ トイレ内壁・天井・屋根

平成１９年８月 常谷種苗園芸センター様 香川県高松市 820 ㎡ 店舗屋根

平成１９年８月 ㈱彌満和プレシジョン　本社工場様 福島県福島市 3500 ㎡ 工場屋根・外壁

平成１９年８月 暁星国際学園　学生寮様 千葉県木更津市 1980 ㎡ 学生寮外壁

平成１９年８月 玉木様邸 新潟県新潟市 490 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年８月 鳥居様邸 愛知県新城市 120 ㎡ 住宅内壁

平成１９年８月 「菜の花」あ・ん工房様 神奈川県小田原市 150 ㎡ 工場内壁・天井

平成１９年８月 （有）グリーン製作所様 埼玉県八潮市 138 ㎡ 倉庫屋根

平成１９年８月 小杉様邸 東京都板橋区 240 ㎡ 住宅外壁

平成１９年８月 泉山様邸 静岡県伊東市 235 ㎡ 別荘屋根・外壁

平成１９年８月 長野様邸 熊本県熊本市 150 ㎡ 住宅屋根

平成１９年８月 シナリー㈱　東金事業所様 千葉県東金市 7300 ㎡ 工場屋根

平成１９年８月 工藤様邸 東京都東大和市 300 ㎡ 住宅内装

平成１９年８月 西浦クリニック様 三重県三重市 350 ㎡ 病院外壁

平成１９年８月 イハラ建成工業㈱　瀬峰工場様 宮城県栗原市 150 ㎡ 工場屋根

平成１９年９月 ノーリツ鋼機㈱様 和歌山県和歌山市 9200 ㎡ 工場屋根

平成１９年９月 松田様邸 長野県下伊那郡 200 ㎡ 住宅屋根

平成１９年９月 ㈱第一ヒューテックマンション様 神奈川県川崎市 150 ㎡ 集合住宅内壁

平成１９年９月 沼田様邸 千葉県千葉市 350 ㎡ 住宅外壁

平成１９年９月 吉村様邸 大阪府堺市 420 ㎡ 住宅屋根・外壁

平成１９年９月 金様邸 富山県高岡市 240 ㎡ 住宅屋根

平成１９年９月 伊藤様邸 長野県 190 ㎡ ガルバ鋼板屋根

平成１９年９月 （有）アール・エム様 東京都渋谷区 47 ㎡ ゴミ集積所

平成１９年９月 浦田様邸 千葉県市川市 30 ㎡ 住宅バルコニー

平成１９年９月 パラオ・パシフィックリゾート様 パラオ共和国 4300 ㎡ ホテル客室天井・内壁



ガイナ施工実績表

日付 施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成１９年９月 柳沢様邸 長野県長野市 280 ㎡ 住宅外壁・内壁・はなれ

平成１９年９月 武田様邸 北海道伊達市 250 ㎡ 住宅外壁・内壁

平成１９年９月 伊藤様邸 長野県長野市 200 ㎡ 住宅屋根

平成１９年９月 本間様邸 東京都豊島区 100 ㎡ 住宅外壁

平成１９年９月 森久様邸 愛知県一宮市 173 ㎡ 住宅屋根

平成１９年９月 橋本様邸（別荘） 長野県上田市 420 ㎡ 住宅外壁

平成１９年９月 ニスカ㈱　増穂事業所様 山梨県南巨摩郡 2250 ㎡ 工場屋根・外壁

平成１９年９月 三井住友銀行　船橋支店様 千葉県船橋市 700 ㎡ 事務所外壁

平成１９年９月 エンタープライズ様 宮崎県宮崎市 120 ㎡ 店舗屋根

平成１９年９月 コマツキャステックス様 富山県氷見市 1370 ㎡ 事務所屋上

平成１９年９月 ㈱ゼンキンメタル 島根県雲南市 3200 ㎡ 工場屋根

平成19年9月 竹田様邸 東京都国立市 180 ㎡ 屋根・外壁

平成19年10月 びっくりﾄﾞﾝｷｰ泉佐野店様 大阪府岸和田市 210 ㎡ その他

平成19年10月 三菱電機試験場内様 兵庫県赤穂市 421 ㎡ 試験架台断熱工事

平成19年10月 川島様邸 埼玉県さいたま市 152 ㎡ 外壁

平成19年10月 湖尻様邸 福岡県福岡市 200 ㎡ 外壁

平成19年10月 水野様邸 新潟県新潟市 90 ㎡ 外壁

平成19年10月 原田様邸 東京都中野区 525 ㎡ 外壁

平成19年10月 国吉様邸 栃木県宇都宮市 80 ㎡ 屋根

平成19年10月 小田様邸 愛知県春日井市 300 ㎡ 外壁

平成19年10月 中神様邸 東京都世田谷区 120 ㎡ 屋根

平成19年10月 秀和工業様　事務所 東京都足立区 110 ㎡ 屋根

平成19年10月 ｶﾜｲ音楽教室様 岐阜県各務原市 47.7 ㎡ その他

平成19年10月 中島様邸様 長野県諏訪市 115 ㎡ 外壁

平成19年10月 寄木自動車様 大阪府大阪市 35 ㎡ 車

平成19年10月 夢菓房「たから」工場様 香川県高松市 273 ㎡ 屋根

平成19年10月 添木様邸　業務用倉庫 徳島県徳島市 385 ㎡ 内壁

平成19年10月 三井様邸 山梨県甲斐市 200 ㎡ 外壁

平成19年10月 北島様邸 東京都福生市 120 ㎡ 外壁

平成19年10月 中神様邸 東京都世田谷区 35 ㎡ 屋根

平成19年10月 佐野様邸　新築工事 徳島県徳島市 100 ㎡ 屋根

平成19年10月 井上総合印刷　白沢製本センター様 栃木県宇都宮市 850 ㎡ 屋根

平成19年10月 中田様邸 長野県飯田市 360 ㎡ 外壁

平成19年10月 渡辺様邸 茨城県古河市 1500 ㎡ 屋根

平成19年10月 玉木様邸 千葉県富里市 140 ㎡ 屋根

平成19年10月 小笠原様邸 東京都杉並区 210 ㎡ 屋根・内壁

平成19年10月 朝日新聞五日市専売所様 東京都西多摩郡 175 ㎡ 外壁

平成19年10月 金重様邸 神奈川県横浜市 80 ㎡ 屋根
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平成19年11月 笠原製作所様　新築工事 長野県塩尻市 420 ㎡ 屋根

平成19年11月 益子様邸 埼玉県草加市 140 ㎡ 外壁

平成19年11月 泉山様邸 青森県八戸市 60 ㎡ 内壁

平成19年11月 ﾄﾞﾘｰﾑﾊｳｽ沖縄様　自社事務室 沖縄県那覇市 70 ㎡ 内壁

平成19年11月 中野建設様 岡山県倉敷市 175 ㎡ 屋根

平成19年11月 松尾様邸 大阪府豊中市 140 ㎡ 屋根

平成19年11月 「菜の花」あ・ん工房様 神奈川県小田原市 160 ㎡ 天井

平成19年11月 協同ｼｬﾌﾄ㈱様　尼崎工場 兵庫県尼崎市 175 ㎡ 内壁・天井

平成19年11月 近鉄俊徳道駅様　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事 大阪府東大阪市 175 ㎡ その他

平成19年11月 橋本様邸　改装工事 岡山県 280 ㎡ 外壁

平成19年11月 笠原製作所様　新築工事 長野県塩尼市 350 ㎡ 内壁

平成19年11月 竹内様邸（竹内新聞店） 札幌市北区 245 ㎡ 内壁

平成19年11月 折茂様邸 東京都世田谷区 180 ㎡ 内壁

平成19年11月 福田様邸　改修工事 徳島県徳島市 213 ㎡ 外壁

平成19年11月 ｾｼﾞｭｰﾙ泉様 東京都杉並区 261 ㎡ 外壁

平成19年11月 鈴木様邸 神奈川県平塚市 210 ㎡ 屋根・外壁

平成19年11月 石垣動物病院様 神奈川県秦野市 700 ㎡ 外壁・内壁

平成19年11月 ﾈｸｽｽﾃｰｼﾞ町田様 東京都町田市 60 ㎡ 外壁

平成19年11月 横松様邸　内壁ﾘﾌｫｰﾑ用 栃木県宇都宮市 140 ㎡ 内壁

平成19年11月 古田様邸 山梨県上野原市 175 ㎡ 屋根

平成19年11月 千春荘ｱﾊﾟｰﾄ様 東京都渋谷区 130 ㎡ 屋根

平成19年11月 太田様邸 愛知県岡崎市 210 ㎡ 屋根・外壁

平成19年11月 中村様邸 東京都杉並区 315 ㎡ 屋根

平成19年11月 岩谷様邸 愛知県かいふ郡 140 ㎡ 屋根

平成19年11月 春藤様邸 東京都国分寺市 150 ㎡ 外壁

平成19年11月 ﾎﾟｰﾌﾟﾋﾞﾚｯｼﾞ3F様 埼玉県さいたま市 176 ㎡ 屋根

平成19年11月 印藤様邸 茨城県守谷市 105 ㎡ 外壁

平成19年11月 伊達坂ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾂ様　改修工事 東京都渋谷区 105 ㎡ 屋根

平成19年12月 新宿区四谷三巣町23常陽四谷ｱﾊﾟｰﾄ 東京都新宿区 74 ㎡ 内壁・天井

平成19年12月 児玉様邸 愛知県名古屋市 140 ㎡

平成19年12月 石渡様邸 埼玉県狭山市 490 ㎡ 屋根・外壁

平成19年12月 ﾚｶﾞﾝ様　改修工事 香川県木田郡 200 ㎡ 天井

平成19年12月 西荻北2丁目ﾋﾞﾙ　新築工事 東京都杉並区 280 ㎡ 内壁

平成19年12月 ﾃｸﾉ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘ様 熊本県益城町 453 ㎡ 屋根

平成19年12月 島田様邸　新築工事 埼玉県鴻巣市 90 ㎡ 外壁

平成19年12月 松岡様邸 愛知県新城市 175 ㎡ 外壁・内壁

平成19年12月 岩崎様邸 神奈川県中郡 105 ㎡ 内壁・天井

平成19年12月 ﾒｿﾞﾝ松ノ木様(三井住友海上社宅） 東京都杉並区 205 ㎡ 内壁
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平成19年12月 神谷様邸 愛知県碧南市 175 ㎡ 外壁

平成19年12月 陸大様 東京大学天文台 20 ㎡ その他

平成19年12月 長谷川様邸 神奈川県厚木市 106 ㎡ 外壁

平成19年12月 三井住友海上様社宅 兵庫県伊丹市 188 ㎡ 外壁

平成19年12月 長谷川様邸 神奈川県厚木市 106 ㎡ 外壁

平成19年12月 三井住友海上様　千葉ﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀｰ喫煙室 千葉県印西市 105 ㎡ 内壁

平成19年12月 ﾘﾋﾞﾝｺｰﾄ奉還町様　新築工事 岡山県岡山市 4,800 ㎡ 外壁

平成19年12月 坂本様邸 和歌山県和歌山市 280 ㎡ 天井

平成19年12月 ABCﾏｰﾄ本店様　新築工事 東京都台東区 170 ㎡ 外壁

平成19年12月 日清食品様　取手工場 茨城県取手市 30 ㎡ 内壁

平成19年12月 橋ヶ谷様 愛知県豊橋市 120 ㎡ 屋根

平成19年12月 ﾏﾙﾊﾝ名取店様　新築工事 宮城県名取市 1.5 ㎡ 屋根

平成19年12月 釜仙事務所様　内装ﾘﾌｫｰﾑ 神奈川県川崎市 385 ㎡ 内壁・天井

平成19年12月 ﾎﾃﾙ山麗荘様 秋田県仙北市 100 ㎡ 内壁

平成19年12月 土井特殊鉱金様 大阪府 150 ㎡ 乾燥炉・天井

平成19年12月 ｱｰﾙﾇｰﾍﾞﾙｳﾞｧｰｸﾞ様 愛知県豊橋市 120 ㎡ 屋根

平成19年12月 中邨様邸 神奈川県 140 ㎡ 屋根・外壁

平成19年12月 赤松医院様 福岡県小郡市 175 ㎡ 外壁・内装

平成19年12月 竹下様邸 東京都台東区 120 ㎡ 外壁

平成19年12月 田塚様邸 兵庫県芦屋市 210 ㎡ 屋根

平成19年12月 板山様邸 千葉県船橋市 25 ㎡ 屋根

平成19年12月 松ヶ谷様 東京都台東区 176.5 ㎡ 冷蔵庫内部

平成20年1月 鈴木様邸 愛知県宝飯市 100 ㎡ 内壁

平成20年1月 前田様邸 愛知県豊橋市 350 ㎡ 外壁

平成20年1月 薮内様邸 東京都府中市 460 ㎡ 外壁

平成20年1月 佐藤様邸　新築工事 鹿児島県鹿児島市 390 ㎡ 床

平成20年1月 日本聖書神学校様 東京都新宿区 160 ㎡ 外壁

平成20年1月 丹羽様邸 東京都小金井市 190 ㎡ 屋根

平成20年1月 大野様邸 千葉県南房総市 385 ㎡ 屋根・外壁

平成20年1月 ｼﾝｾｲ製作所様　事務所 愛知県名古屋市 110 ㎡ 屋根

平成20年1月 清水様邸 滋賀県大津市 70 ㎡ 外壁・内壁

平成20年1月 鹿教湯交流ｾﾝﾀｰ様 長野県上田市 735 ㎡ 内壁

平成20年1月 橋本様邸 東京都文京区 70 ㎡ 屋根

平成20年1月 ﾚﾝｺﾞｰ（工場）埼玉様 埼玉県八潮市 300 ㎡ 屋根

平成20年1月 山田様邸 茨城県つくば市 240 ㎡ 外壁・内装

平成20年1月 佐々木様邸 福島県福島市 275 ㎡ 屋根・外壁

平成20年1月 奥田歯科様 山口県柳井市 175 ㎡ その他

平成20年1月 酒井様邸 石川県野々市 60 ㎡ 屋根
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平成20年1月 田村様邸 埼玉県草加市 210 ㎡ 外壁

平成20年1月 佐々木様邸　 茨城県水戸市 105 ㎡ 天井

平成20年1月 大石様邸 静岡県藤枝市 10 ㎡ 外壁

平成20年1月 城山熱供給様　ﾎﾞｲﾗｰ室 東京都墨田区 50 ㎡ 内壁

平成20年2月 山崎様邸 茨城県鹿嶋市 105 ㎡ 屋根・床

平成20年2月 倉持様邸 千葉県市原市 20 ㎡ 内壁

平成20年2月 宮崎様邸 千葉県四街道市 180 ㎡ 外壁・天井

平成20年2月 中野Y-PROJECT様　新築工事 東京都中野区 14 ㎡ 内壁

平成20年2月 山崎様邸 東京都日野市 455 ㎡ 外壁

平成20年2月 帯包様邸 香川県仲多度郡 260 ㎡ 屋根

平成20年2月 配水池 静岡県富士宮市 280 ㎡ その他

平成20年2月 木原様邸 神奈川県横浜市 175 ㎡ 内壁

平成20年2月 小田急百貨店様　喫煙室・ロッカー室 東京都新宿区 245 ㎡ その他

平成20年2月 山田様邸 愛知県豊田市 180 ㎡ 屋根

平成20年2月 中西様邸 石川県能美市 175 ㎡ 外壁

平成20年2月 久保様邸 三重県津市 140 ㎡ 屋根

平成20年2月 皿山様　社宅 福岡県福岡市 430 ㎡ 屋根・外壁

平成20年2月 中山様邸 埼玉県川口市 528 ㎡ 屋根・外壁

平成20年2月 採光ﾋﾞﾙ様 東京都文京区 240 ㎡ 内壁

平成20年2月 小林建築様　自宅 愛知県新城市 55 ㎡ 内壁

平成20年2月 ﾏﾙﾊ物流ﾈｯﾄ様 東京都中央区 35 ㎡ その他

平成20年2月 迫田様邸 鹿児島県鹿児島市 175 ㎡ 屋根

平成20年2月 ｿﾆｰｹﾐｶﾙ&ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱様 栃木県鹿沼市 20 ㎡ その他

平成20年2月 高橋様邸 東京都世田谷区 175 ㎡ 屋根

平成20年2月 ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰ内装 埼玉県鴻巣市 35 ㎡ その他

平成20年2月 北山様 滋賀県甲賀市 245 ㎡ 外壁

平成20年2月 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ㈱様 静岡県清水市 175 ㎡ その他

平成20年2月 沢田様邸 愛知県新城市 125 ㎡ 内壁

平成20年2月 鹿教湯交流ｾﾝﾀｰ様 長野県上田市 35 ㎡ その他

平成20年2月 西方様邸 東京都荒川区 210 ㎡ 内壁・天井

平成20年2月 高橋様邸 東京都杉並区 30 ㎡ 床

平成20年2月 山田様邸 千葉県千葉市 100 ㎡ 床

平成20年3月 斉木様邸 千葉県柏市 60 ㎡ 外壁

平成20年3月 中浜様邸 鹿児島県鹿児島市 210 ㎡ 外壁

平成20年3月 野間様邸 神奈川県大和市 245 ㎡ 外壁

平成20年3月 沢田様邸 愛知県新城市 150 ㎡ 外壁

平成20年3月 沢田様邸 愛知県新城市 275 ㎡ 外壁・内壁

平成20年3月 ｻﾝﾊｰﾄ様 熊本県熊本市 140 ㎡ 屋根
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平成20年3月 ｲｲｼﾞﾏﾏﾝｼｮﾝ様 東京都世田谷区 245 ㎡ 内壁

平成20年3月 南里様邸 神奈川県横浜市 180 ㎡ 屋根

平成20年3月 東京大学　ｱﾑｼﾞｪﾝﾎｰﾙ様 東京都港区 500 ㎡ 内壁・天井

平成20年3月 田中様邸 埼玉県所沢市 148 ㎡ 外壁

平成20年3月 鈴木様邸 東京都江戸川区 120 ㎡ 外壁

平成20年3月 ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟﾅｶﾏ様 広島県呉市 115 ㎡ 屋根

平成20年3月 日本電子ﾃｸﾆｸｽ㈱様 昭島市武蔵野市 885 ㎡ 屋根

平成20年3月 吉田様邸 福岡県久留米市 35 ㎡ 外壁

平成20年3月 木村様邸 秋田県秋田市 130 ㎡ 外壁

平成20年3月 古賀様邸 長崎県雲仙市 147 ㎡ 屋根・内壁・天井

平成20年3月 白石ﾎｰﾑｽﾞ様 東京都中野区 140 ㎡ 屋根

平成20年3月 松本様邸 兵庫県神戸市 420 ㎡ 屋根・外壁

平成20年3月 末次様邸 東京都板橋区 120 ㎡ 天井

平成20年3月 谷口様邸 石川県白山市 60 ㎡ 屋根

平成20年3月 希望ヶ丘　ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ様 神奈川県横浜市 1.4 ㎡ 屋根

平成20年3月 小田様邸 埼玉県越谷市 70 ㎡ 内壁

平成20年3月 亀山様邸 群馬県館山市 190 ㎡ 屋根

平成20年3月 三藤様邸 神奈川県横浜市 331 ㎡ 屋根･外壁

平成20年3月 ｻｲﾀﾆ建設様　ﾓﾃﾞﾙﾊｳｽ 奈良県大和郡 70 ㎡ 内装

平成20年3月 湯浅様邸 愛知県名古屋市 105 ㎡ 外壁

平成20年3月 中西様邸 神奈川県鎌倉市 85 ㎡ 屋根

平成20年3月 村田様邸 神奈川県横浜市 187 ㎡ 屋根

平成20年3月 ｱﾊﾟｰﾄ一室　改装 大分県大分市 120 ㎡ 屋根･天井

平成20年3月 ﾏｷｼﾑ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ様 鹿児島県霧島市 150 ㎡ 屋根

平成20年3月 宮本様邸 福岡県北九州市 99 ㎡ 内壁

平成20年3月 ﾍｱｰﾚｼﾞｪﾝﾄﾞたかはし様 島根県出雲市 220 ㎡ 屋根

平成20年3月 大野様邸 神奈川県横浜市 70 ㎡ 屋根

平成20年3月 深沢様邸 静岡県葵区 238 ㎡ 内壁

平成20年3月 宮原様邸 長野県上伊那郡 90 ㎡ 内壁
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