
ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所

平成20年4月 ｱｲｴｽｹｰ前橋様 群馬県前橋市 350 ㎡ 内装

平成20年4月 外崎様邸 神奈川県海老名市 200 ㎡ 外壁

平成20年4月 山田様邸 千葉県富津市 70 ㎡ 屋根

平成20年4月 大沼様邸 神奈川県相模原市 130 ㎡ 屋根

平成20年4月 本間ﾎｰﾑ様　事務所 福島県喜多方市 120 ㎡ 内壁

平成20年4月 久高共同住宅 沖縄県糸満市 190 ㎡ 屋根

平成20年4月 特別老人ﾎｰﾑさつき荘様 茨城県桜川市 2000 ㎡ 外壁

平成20年4月 宮原様邸 長野県辰野町 78 ㎡ 外壁

平成20年4月 浅草雷門ﾊｳｽ様 東京都台東区 60 ㎡ 内壁

平成20年4月 三菱化学ﾒﾃﾞｨｴﾝｽ様 東京都板橋区 270 ㎡ 外壁

平成20年4月 田中様邸 東京都昭島市 155 ㎡ 外壁

平成20年4月 中沢様邸 長野県上高井郡 180 ㎡ 屋根

平成20年4月 ﾄﾖﾋﾟ 様 愛知県豊橋市 373 ㎡ 天井

面積

平成20年4月 ﾄﾖﾋ ｰ様 愛知県豊橋市 373 ㎡ 天井

平成20年4月 三和工業様 愛知県幡豆町 300 ㎡ 屋根

平成20年4月 吉寿商店様 長崎県諫早市 120 ㎡ 屋根

平成20年4月 熊川様邸 神奈川県藤沢市 120 ㎡ 屋根

平成20年4月 三住様邸 神奈川県藤沢市 80 ㎡ 屋根

平成20年4月 新村様様邸 神奈川県横浜市 105 ㎡ 屋根

平成20年4月 望月様様邸 東京都町田市 100 ㎡ 屋根

平成20年4月 M様邸 岡山県倉敷市 92 ㎡ 外壁

平成20年4月 ﾍﾟｲﾝﾄ蔵様　事務所 愛知県岡崎市 60 ㎡ 天井

平成20年4月 木のすず様 長野県伊那市 660 ㎡ 屋根

平成20年4月 新村様邸 神奈川県横浜市 161 ㎡ 外壁

平成20年4月 坪田様邸 神奈川県茅ヶ崎市 325 ㎡ 天井

平成20年4月 宇都宮ｴｽﾃｻﾛﾝ様 栃木県宇都宮 70 ㎡ 内壁

平成20年4月 飛高様邸 富山県中新川郡 220 ㎡ 内壁

平成20年4月 国際親善総合病院様 神奈川県横浜市 15 ㎡ 内壁

平成20年4月 中村様邸 東京都府中市 190 ㎡ 外壁

平成20年5月 石川様邸 愛知県西尾市 50 ㎡ 内壁



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年5月 山田様邸 千葉県富津市 70 ㎡ 外壁

平成20年5月 S様邸 福岡県大野城市 117 ㎡ 外壁

平成20年5月 大橋様邸 愛媛県松山市 80 ㎡ 屋根

平成20年5月 ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ様 鹿児島県肝属郡 90 ㎡ 屋根

平成20年5月 犬智様邸 大分県大分市 270 ㎡ その他

平成20年5月 阿部様邸 千葉県千葉市 150 ㎡ 外壁

平成20年5月 国立みふじ幼稚園様 東京都国立市 65 ㎡ 屋根

平成20年5月 日本SLC様 静岡県浜松市 500 ㎡ 屋根

平成20年5月 三井住友海上様　地下喫煙ルーム 東京都中央区 35 ㎡ 内壁

平成20年5月 船戸様邸 愛知県北名古屋市 210 ㎡ 外壁

平成20年5月 柳田様邸 東京都世田谷区 110 ㎡ 屋根

平成20年5月 ｻﾝﾄﾞｰﾏ赤塚ﾋﾞﾙ様 茨城県水戸市 210 ㎡ 天井

平成20年5月 宇佐美様邸 北海道札幌市 60 ㎡ 内壁平成20年5月 宇佐美様邸 北海道札幌市 60 ㎡ 内壁

平成20年5月 池澤様様邸 東京都三鷹市 90 ㎡ 内壁

平成20年5月 H様邸 高知県南国市 145 ㎡ 外壁

平成20年5月 中央林間ｱﾊﾟｰﾄ 神奈川県大和市 140 ㎡ 外壁

平成20年5月 古林様邸 東京都国立市 205 ㎡ 外壁

平成20年5月 宮脇忠様邸 岡山県岡山市 120 ㎡ 屋根

平成20年5月 新村様邸 神奈川県横浜市 105 ㎡ 屋根

平成20年5月 ㈱ﾖｺﾊﾏ様 茨城県水戸市 700 ㎡ 屋根

平成20年5月 大河原ﾋﾞﾙ様 東京都板橋区 299 ㎡ 外壁

平成20年5月 国井塗装様 愛知県春日井市 200 ㎡ 外壁

平成20年5月 ﾋﾞﾙﾃｯｸ様　建売住宅 千葉県木更津市 70 ㎡ 床

平成20年5月 ﾏﾙﾔｽ様 長野県上伊那郡 1546 ㎡ 屋根

平成20年5月 小田急百貨店様 東京都新宿区 180 ㎡ 屋根

平成20年5月 青井様邸 香川県坂出市 140 ㎡ 屋根

平成20年5月 高坂様邸 愛知県名古屋市 339 ㎡ 外壁

平成20年5月 前川様邸 愛知県名古屋市 175 ㎡ 外壁

平成20年5月 佐島ｹﾞｽﾄﾊｳｽ様 神奈川県横須賀市 430 ㎡ 外壁
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平成20年5月 佐藤様ｱﾊﾟｰﾄ 神奈川県大和市 140 ㎡ 外壁

平成20年5月 岡田様邸 神奈川県川崎市 268 ㎡ 屋根

平成20年5月 大竹様邸 東京都足立区 68 ㎡ 屋根

平成20年5月 木のすず 長野県伊那市 660 ㎡ 屋根

平成20年5月 片山様邸 兵庫県神戸市 50 ㎡ 内壁

平成20年5月 加藤様邸 茨城県ひたちなか市 50 ㎡ 外壁

平成20年5月 O様邸 茨城県取手市 70 ㎡ 内壁

平成20年5月 大竹様邸 東京都足立区 60 ㎡ 屋根

平成20年5月 O様邸 埼玉県越谷市 75 ㎡ 外壁

平成20年5月 金沢循環器病院様 石川県金沢市 229 ㎡ 外壁

平成20年5月 浅井様邸 埼玉県鳩ケ谷市 90 ㎡ 屋根

平成20年5月 ｱｽｺ様 鳥取県鳥取市 175 ㎡ 屋根

平成20年5月 森山様邸 東京都立川市 58 ㎡ 屋根平成20年5月 森山様邸 東京都立川市 58 ㎡ 屋根

平成20年5月 細川様　倉庫 愛知県刈谷市 150 ㎡ 屋根

平成20年5月 居酒屋壱福様 長野県上田市 56 ㎡ 内壁

平成20年5月 ｱﾄﾘｴ･ｴﾑ･ﾄﾞｩ様 東京都練馬区 90 ㎡ 屋根

平成20年5月 大前様邸 神奈川県伊勢原市 460 ㎡ 屋根

平成20年6月 唐木屋様 静岡県静岡市 70 ㎡ 屋根

平成20年6月 森様邸 岐阜県多治見市 168 ㎡ 外壁

平成20年6月 岡本様邸 茨城県つくば市 150 ㎡ 外壁

平成20年6月 河田鉄工所様 兵庫県神戸市 816 ㎡ 外壁

平成20年6月 RCｴｲｼﾞ様 千葉県八千代市 54 ㎡ 屋根

平成20年6月 宇佐美様邸 愛知県名古屋市 360 ㎡ 外壁

平成20年6月 熊大医学部図書講棟 熊本県熊本市 418 ㎡ 屋根

平成20年6月 清水様邸 滋賀県大津市 120 ㎡ 内壁

平成20年6月 ｻﾝﾄﾞｰﾏ赤塚様 茨城県水戸市 800 ㎡ 外壁

平成20年6月 渋谷様邸 福島県安達郡 93 ㎡ 屋根

平成20年6月 堂本様邸 富山県射水市 200 ㎡ 外壁

平成20年6月 信州航空電子様 長野県下伊那郡 491 ㎡ 屋根
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平成20年6月 ﾄｲﾌｧｸﾄﾘｰ様 岐阜県可児市 60 ㎡ その他

平成20年6月 平成建設様 愛知県名古屋市 90 ㎡ 屋根

平成20年6月 日進ﾊﾟｯｹｰｼﾞ様 福岡県福岡市 155 ㎡ その他

平成20年6月 N様邸 高知県春美市 165 ㎡ 外壁

平成20年6月 高宮様邸 埼玉県羽生市 120 ㎡ 外壁

平成20年6月 W様邸 兵庫県西宮市 58 ㎡ 屋根

平成20年6月 森屋様邸 神奈川県厚木市 135 ㎡ 屋根

平成20年6月 小林様邸 神奈川県横須賀市 298 ㎡ 外壁

平成20年6月 山下様邸 愛知県碧南市 280 ㎡ 屋根

平成20年6月 樹林様 群馬県安中市 80 ㎡ 屋根

平成20年6月 堀米様邸 埼玉県狭山市 180 ㎡ 外壁

平成20年6月 ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝﾃﾞﾙﾉｻﾞｳﾙｽ様 埼玉県久喜市 2620 ㎡ 屋根

平成20年6月 N様邸 埼玉県川口市 135 ㎡ 外壁平成20年6月 N様邸 埼玉県川口市 135 ㎡ 外壁

平成20年6月 加藤様邸 茨城県ひたちなか市 150 ㎡ 外壁

平成20年6月 橋本様邸 東京都文京区 180 ㎡ 屋根

平成20年6月 折田様邸 東京都台東区 130 ㎡ 屋根

平成20年6月 冨士工場様 山梨県南都留郡 210 ㎡ その他

平成20年6月 川崎様邸 大阪府箕面市 100 ㎡ 屋根

平成20年6月 金子様邸 神奈川県藤沢市 100 ㎡ 屋根

平成20年6月 ｷｮｸﾚｲ様　事務所 神奈川県横浜市 152 ㎡ 屋根

平成20年6月 太田様邸 神奈川県横浜市 119 ㎡ 外壁

平成20年6月 K様邸 兵庫県神戸市 110 ㎡ 屋根

平成20年6月 渋谷ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ様 東京都渋谷区 245 ㎡ 内壁

平成20年6月 小林様邸 愛知県豊橋市 67 ㎡ 屋根

平成20年6月 村瀬様邸 愛知県名古屋市 200 ㎡ 外壁

平成20年6月 M様邸 山口県山口市 130 ㎡ 外壁

平成20年6月 牧瀬様邸 鹿児島県熊毛郡 70 ㎡ 外壁

平成20年6月 大島様邸 栃木県高根沢町 60 ㎡ 屋根

平成20年6月 ｵｵｽｷﾞ様邸 岡山県岡山市 60 ㎡ 屋根
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平成20年6月 ﾂｲﾝ森下様 東京都江東区 1100 ㎡ 外壁

平成20年6月 ﾄｩｲﾝｸﾙ児童園様 神奈川県横浜市 50 ㎡ 内壁

平成20年6月 H様邸 埼玉県草加市 305 ㎡ 外壁

平成20年6月 菊池様邸 東京都豊島区 79 ㎡ 屋根

平成20年6月 長澤様邸 神奈川県三浦郡 220 ㎡ 外壁

平成20年6月 金子様邸 神奈川県藤沢市 100 ㎡ 屋根

平成20年6月 太田様邸 神奈川県藤沢市 119 ㎡ 外壁

平成20年6月 笠原製作所様 長野県塩尻市 60 ㎡ 外壁

平成20年6月 陶山様邸 愛知県豊川市 146 ㎡ 屋根

平成20年6月 大塚様邸 岡山県岡山市 433 ㎡ 外壁

平成20年6月 茨木様邸 岡山県笠岡市 360 ㎡ 外壁

平成20年6月 秋山様邸 東京都杉並区 280 ㎡ 外壁

平成20年6月 堀様邸 東京都台東区 210 ㎡ 外壁平成20年6月 堀様邸 東京都台東区 210 ㎡ 外壁

平成20年6月 丸山様邸 長野県長野市 100 ㎡ 天井

平成20年6月 甲信水工様 山梨県甲府市 300 ㎡ 屋根

平成20年6月 中日ﾓｰﾀｰｽ様 愛知県日進市 90 ㎡ 屋根

平成20年6月 協電社様 長野県下伊那郡 156 ㎡ 外壁

平成20年6月 ﾘｻｲｸﾙﾏｰﾄ虎様 茨城県ひたちなか市 1200 ㎡ 屋根

平成20年6月 小川様邸 東京都八王子市 207 ㎡ 内壁

平成20年6月 ｵｲｶﾜﾄﾞﾗｯｸﾞ様 栃木県下野市 150 ㎡ 屋根

平成20年6月 獅子内養鶏様 岩手県二戸市 297 ㎡ 屋根

平成20年6月 山﨑製ﾊﾟﾝ様 東京都東久留米市 400 ㎡ 内壁

平成20年6月 大丸百貨店様 大阪府大阪市 120 ㎡ 内壁

平成20年6月 枝野様邸 栃木県宇都宮市 150 ㎡ 内壁

平成20年6月 N様邸 高知県香美市 165 ㎡ 外壁

平成20年6月 I様邸 高知県南国市 188 ㎡ 外壁

平成20年6月 加藤様邸 茨城県ひたちなか市 50 ㎡ 外壁

平成20年6月 陶山様邸 愛知県豊川市 180 ㎡ 内壁

平成20年6月 特養老さつき荘様 茨城県桜川市 600 ㎡ 外壁
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平成20年7月 Rｸﾘｴｲﾄ様 東京都狛江市 150 ㎡ 内壁

平成20年7月 ワタナベ様 北海道札幌市 100 ㎡ 屋根

平成20年7月 田邊様邸 神奈川県戸塚区 155 ㎡ 屋根

平成20年7月 古川様邸 千葉県八千代市 65 ㎡ 屋根

平成20年7月 徳山様邸 千葉県八千代市 75 ㎡ 屋根

平成20年7月 大橋様邸 愛媛県松山市 150 ㎡ 外壁

平成20年7月 山本建築設計事務所様 大阪府松原市 100 ㎡ 屋根

平成20年7月 馬酔木様 埼玉県川口市 100 ㎡ 内壁

平成20年7月 広浜様邸 富山県高岡市 120 ㎡ 外壁

平成20年7月 住友電工ｳｨﾝﾃｯｸ様 新潟県妙高市 20 ㎡ その他

平成20年7月 ﾚｽﾄﾗﾝﾆｭｰｵｶﾞﾀ様 鹿児島県鹿児島市 200 ㎡ 屋根

平成20年7月 長澤様邸 神奈川県三浦郡 220 ㎡ 外壁

平成20年7月 丸優様 沖縄県那覇市 145 ㎡ 外壁平成20年7月 丸優様 沖縄県那覇市 145 ㎡ 外壁

平成20年7月 鈴木様邸 東京都新宿区 300 ㎡ 外壁

平成20年7月 小沢歯科医院様 神奈川県平塚市 30 ㎡ その他

平成20年7月 ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ高宮様 福岡県南区 500 ㎡ 床

平成20年7月 芳川様邸 長野県中野市 130 ㎡ 屋根

平成20年7月 桑和ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ様 北海道札幌市 100 ㎡ 内壁

平成20年7月 徳山もち店様 福山県福山市 115 ㎡ 屋根

平成20年7月 野本建具店様 東京都豊島区 80 ㎡ 屋根

平成20年7月 四日市ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ様 三重県四日市 290 ㎡ 外壁

平成20年7月 中島様邸 東京都杉並区 330 ㎡ 屋根

平成20年7月 幸栄電気様 小川原工場 広島県広島市 890 ㎡ 屋根

平成20年7月 鈴木様邸 東京都世田谷区 98 ㎡ 屋根

平成20年7月 坪谷商店 新潟県三条市 138 ㎡ 外壁

平成20年7月 さいわいｽｰﾊﾟｰ様 高知県高知市 800 ㎡ 屋根

平成20年7月 きのこ栽培施設様 長野県飯田市 1770 ㎡ 屋根

平成20年7月 物置 長野県飯田市 60 ㎡ 外壁

平成20年7月 長澤様邸 茨城県水戸市 70 ㎡ 屋根
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平成20年7月 東海ﾍﾟｲﾝﾄ様工事 愛知県東海市 60 ㎡ 屋根

平成20年7月 T様邸 山口県宇部市 215 ㎡ 外壁

平成20年7月 山口様邸 長崎県東彼杵郡 250 ㎡ 外壁

平成20年7月 中島製菓様 東京都調布市 50 ㎡ 屋根

平成20年7月 黒瀬様邸 埼玉県入間市 60 ㎡ 外壁

平成20年7月 佐島ｹﾞｽﾄﾊｳｽ様 神奈川県横須賀市 70 ㎡ 外壁

平成20年7月 ﾊｼﾓﾄ塗装様 愛知県安城市 100 ㎡ 屋根

平成20年7月 萩野様邸 岡山県赤磐市 150 ㎡ 屋根

平成20年7月 田中様邸 滋賀県近江八幡市 262 ㎡ 外壁

平成20年7月 深谷様邸 秋田県大仙市 210 ㎡ 内壁

平成20年7月 緑ヶ丘幼稚園様 広島県東広島市 90 ㎡ 屋根

平成20年7月 河合歯科様 愛知県豊橋市 60 ㎡ 屋根

平成20年7月 秋山様邸 東京都杉並区 105 ㎡ 屋根平成20年7月 秋山様邸 東京都杉並区 105 ㎡ 屋根

平成20年7月 ｱﾙﾌｧｯｸｽﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ様 山口県宇部市 210 ㎡ 屋根

平成20年7月 JR九州様 熊本県熊本市 10 ㎡ 屋根

平成20年7月 山﨑様邸 滋賀県大津市 70 ㎡ その他

平成20年7月 山脇様邸 滋賀県草津市 96 ㎡ 屋根

平成20年7月 ｵｲｶﾜﾄﾞﾗｯｸﾞ様 栃木県下野市 90 ㎡ 屋根

平成20年7月 ﾌｼﾞﾀﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ様 東京都渋谷区 90 ㎡ 内壁

平成20年7月 泗水西小学校様 熊本県菊池市 235 ㎡ 天井

平成20年7月 田渕様邸 岡山県岡山市 90 ㎡ 内壁

平成20年7月 K様邸 高知県香南市 71 ㎡ 屋根

平成20年7月 神保様邸 愛知県海部郡 120 ㎡ 屋根

平成20年7月 昇栄建装様 愛知県名古屋市 180 ㎡ 外壁

平成20年7月 N様邸 埼玉県越谷市 85 ㎡ 屋根

平成20年7月 F様邸 埼玉県八潮市 145 ㎡ 屋根

平成20年7月 ｲﾏｼﾞﾝ様 静岡県掛川市 100 ㎡ 屋根

平成20年7月 ﾚｽﾄﾗﾝ喜八郎様 東京都世田谷区 145 ㎡ 内壁

平成20年7月 ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ高宮様 福岡県福岡市 500 ㎡ 床



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年7月 菊水ﾌﾟﾛﾃｯｸ様 熊本県五名郡 90 ㎡ 屋根

平成20年7月 三徳庵様邸 大阪府大阪市 424 ㎡ 屋根

平成20年7月 ｽｷﾞﾔﾏ建設様 愛知県名古屋市 70 ㎡ 外壁

平成20年7月 矢木様邸 岡山県岡山市 150 ㎡ 屋根

平成20年7月 村重様邸 香川県高松市 120 ㎡ 屋根

平成20年7月 ｶｰｸﾗｲｱﾝﾄ様 三重県志摩市 50 ㎡ 屋根

平成20年7月 県営日光若杉住宅 栃木県日光市 156 ㎡ 内壁

平成20年7月 昇栄建装様 愛知県名古屋市 60 ㎡ 外壁

平成20年7月 新保様邸 愛知県海部郡 60 ㎡ 屋根

平成20年7月 遠藤様邸 東京都豊島区 260 ㎡ 屋根

平成20年7月 成田林業土木様 青森県北津軽郡 600 ㎡ 外壁

平成20年7月 ｱﾙﾗｲﾄ様 岡山県笠岡市 172 ㎡ 天井

平成20年7月 ﾃｸﾆｶﾙﾔﾏｸﾞﾁ様 長崎県諫早市 60 ㎡ その他平成20年7月 ﾃｸﾆｶﾙﾔﾏｸ ﾁ様 長崎県諫早市 60 ㎡ その他

平成20年7月 安藤様邸 東京都狛江市 337 ㎡ 内壁

平成20年7月 小林医院様 京都府京都市 30 ㎡ 外壁

平成20年7月 今泉様邸 愛知県新城市 300 ㎡ 外壁

平成20年7月 山﨑製パン様　武蔵野工場 東京都東久留米市 400 ㎡ 内壁

平成20年7月 竹山様邸 神奈川県横浜市 50 ㎡ 屋根

平成20年7月 菅様邸 千葉県印旛郡 106 ㎡ 外壁

平成20年7月 黒瀬様邸 埼玉県入間市 120 ㎡ 外壁

平成20年7月 奥村工務店様 滋賀県近江八幡市 555 ㎡ 外壁

平成20年7月 山本様邸 岡山県岡山市 270 ㎡ 外壁

平成20年7月 森様邸 岡山県玉野市 150 ㎡ 屋根

平成20年7月 川本様邸 岡山県倉敷市 120 ㎡ 屋根

平成20年7月 山脇様邸 滋賀県草津市 96 ㎡ 屋根

平成20年7月 本岡様邸 千葉県千葉市 300 ㎡ 屋根

平成20年7月 小林医院様 京都府京都市 100 ㎡ 外壁

平成20年7月 佐藤工業様 大分県玖珠郡 90 ㎡ 内壁

平成20年7月 田尻様邸 熊本県鹿本郡植 420 ㎡ 外壁



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年7月 特養老さつき荘様 茨城県桜川市 1000 ㎡ 外壁

平成20年7月 伊藤様邸 大分県大分市 250 ㎡ 外壁

平成20年7月 今泉様邸 愛知県新城市 375 ㎡ 内壁

平成20年7月 ﾄｰﾏﾂ歯科様 愛知県日進市 40 ㎡ 屋根

平成20年7月 戸室様邸 神奈川県藤沢市 175 ㎡ 外壁

平成20年7月 ﾛｯｷｰ御領様 熊本県熊本市 280 ㎡ 屋根

平成20年7月 新幹線高架橋 兵庫県姫路市 30 ㎡ その他

平成20年7月 佐藤様邸 新潟県三条市 160 ㎡ 外壁

平成20年7月 ｱｸｱ設計工房様 熊本県熊本市 70 ㎡ 屋根

平成20年7月 小口様邸 東京都板橋区 60 ㎡ 屋根

平成20年7月 矢木様邸 岡山県岡山市 150 ㎡ 屋根

平成20年7月 澄谷様邸 広島県安佐南区 360 ㎡ 外壁

平成20年7月 けやき荘様 東京都狛江市 150 ㎡ その他平成20年7月 けやき荘様 東京都狛江市 150 ㎡ その他

平成20年7月 伊藤様邸 千葉県木更津市 120 ㎡ 屋根

平成20年7月 住友電工ﾊｰﾄﾞﾒﾀﾙ様 兵庫県伊丹市 70 ㎡ その他

平成20年7月 ふじ寿司様 愛知県豊田市 140 ㎡ 屋根

平成20年7月 大木様　作業所 愛知県豊橋市 100 ㎡ 屋根

平成20年7月 政様邸 広島県広島市 70 ㎡ 内壁

平成20年7月 植村様邸 茨城県鹿嶋市 120 ㎡ 屋根

平成20年7月 菊水ﾌﾟﾛﾃｯｸ様　事務所 熊本県五名郡 60 ㎡ 屋根

平成20年7月 小川様邸 長崎県長崎市 300 ㎡ 屋根・外壁

平成20年7月 大正光学 栃木県鹿沼市 900 ㎡ 屋根

平成20年7月 飯野様邸 山梨県南アルプス市 140 ㎡ 内壁

平成20年7月 山﨑製パン様　武蔵野工場 東京都東久留米市 400 ㎡ 内壁

平成20年7月 村重様邸 香川県高松市 120 ㎡ 屋根

平成20年7月 K様邸 岡山県倉敷市 62 ㎡ 屋根

平成20年7月 渡辺様邸 栃木県宇都宮市 70 ㎡ 床

平成20年7月 君島様邸 栃木県宇都宮市 100 ㎡ その他

平成20年7月 福井様邸 岐阜県岐阜市 280 ㎡ 外壁



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年7月 寺川様邸 神奈川県相模原市 97 ㎡ 屋根

平成20年7月 斉木様邸 神奈川県鎌倉市 180 ㎡ 外壁

平成20年7月 橋本様邸 静岡県筑紫野市 90 ㎡ 屋根

平成20年7月 鈴木様邸 静岡県伊東市 100 ㎡ 屋根

平成20年7月 服部様邸 神奈川県横浜市 60 ㎡ 屋根

平成20年7月 島田様邸 東京都中野区 233 ㎡ 外壁

平成20年7月 村上様邸 兵庫県神戸市 67 ㎡ 内壁

平成20年7月 中沢様邸 静岡県伊東市 150 ㎡ 屋根

平成20年7月 新藤様邸 神奈川県三浦郡 185 ㎡ 外壁

平成20年7月 三洋化成様 京都府京都市 120 ㎡ 屋根

平成20年7月 WINKS様 愛知県刈谷市 920 ㎡ 外壁

平成20年7月 阿部様邸 神奈川県横浜市 212 ㎡ 外壁

平成20年8月 三電計装様 香川県高松市 420 ㎡ 外壁平成20年8月 三電計装様 香川県高松市 420 ㎡ 外壁

平成20年8月 山﨑製ﾊﾟﾝ様 東京都東村山市 400 ㎡ 内壁

平成20年8月 石和様邸 神奈川県横浜市 95 ㎡ 屋根

平成20年8月 三浦塗装様 愛知県豊明市 120 ㎡ 外壁

平成20年8月 長田ﾏﾝｼｮﾝ様 北海道札幌市 4200 ㎡ 内壁

平成20年8月 新潟染工様 新潟県五泉市 390 ㎡ 天井

平成20年8月 藤島様 神奈川県厚木市 60 ㎡ 屋根

平成20年8月 坂口ﾏｯｻｰｼﾞ様 山口県宇部市 55 ㎡ 屋根

平成20年8月 笠井様邸 岡山県岡山市 120 ㎡ 屋根

平成20年8月 内海様邸 東京都武蔵村山市 160 ㎡ 屋根

平成20年8月 矢部様邸 神奈川県大和市 250 ㎡ 外壁

平成20年8月 ｴﾋﾞｽｶﾌｪ様 滋賀県彦根市 250 ㎡ 屋根

平成20年8月 ﾊﾟﾙﾀｯｸ小松様 石川県金沢市 560 ㎡ 屋根

平成20年8月 鈴木様邸 埼玉県熊谷市 320 ㎡ 外壁

平成20年8月 矢幡市営住宅 富山県八幡市 140 ㎡ 外壁

平成20年8月 S様邸 茨城県取手市 240 ㎡ 外壁

平成20年8月 鈴木様邸 神奈川県平塚市 143 ㎡ 外壁



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年8月 村上開明堂様 福岡県朝倉市 8000 ㎡ 屋根

平成20年8月 ｵｰﾃｨｰｼｰﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ様 東京都国立市 1420 ㎡ 屋根

平成20年8月 I様邸 東京都北区 260 ㎡ 外壁

平成20年8月 ﾒｿﾞﾝ雪谷様 東京都大田区 563 ㎡ 外壁

平成20年8月 日興ｴﾎﾞﾅｲﾄ製造所様 東京都荒川区 270 ㎡ 屋根

平成20年8月 小田原園芸様 神奈川県足柄上郡 370 ㎡ その他

平成20年8月 日本SLC様 静岡県浜松市 750 ㎡ 内壁

平成20年8月 神戸ｶﾞｰﾃﾞﾝ様 兵庫県神戸市 100 ㎡ 屋根

平成20年8月 御南塗装工業様 岡山県岡山市 50 ㎡ 屋根

平成20年8月 末永建装様 鹿児島県鹿児島市 130 ㎡ 屋根

平成20年8月 ﾍﾟｲﾝﾄ工房様　事務所 埼玉県さいたま市 58 ㎡ 外壁

平成20年8月 渕住建様　事務所 福島県会津若松市 60 ㎡ 外壁

平成20年8月 鈴木様邸 茨城県水戸市 100 ㎡ 外壁平成20年8月 鈴木様邸 茨城県水戸市 100 ㎡ 外壁

平成20年8月 ｱｰｺﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ様 千葉県いずみ市 270 ㎡ 内壁

平成20年8月 辛島商店様 長崎県佐世保市 285 ㎡ 屋根

平成20年8月 永代ﾊｳｽ様 福岡県福岡市 120 ㎡ 屋根

平成20年8月 橋本内装様　事務所 群馬県太田市 52 ㎡ 外壁

平成20年8月 佐藤様邸 千葉県鎌ヶ谷市 272 ㎡ 外壁

平成20年8月 ﾀｹﾔ様 愛知県大府市 90 ㎡ 屋根

平成20年8月 金山化成様 茨城県筑西市 150 ㎡ その他

平成20年8月 安藤様邸 愛知県岡崎市 70 ㎡ 屋根

平成20年8月 戸田様邸 岡山県赤磐市 500 ㎡ 屋根

平成20年8月 ﾊﾟﾙﾀｯｸ小松様 石川県金沢市 560 ㎡ 屋根

平成20年8月 宮島様邸 千葉県花見川区 70 ㎡ その他

平成20年8月 貝畑様邸 岡山県倉敷市 230 ㎡ 屋根

平成20年8月 泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝｾﾝﾀｰ様 宮城県仙台市 250 ㎡ 内壁

平成20年8月 山村建設様　事務所 大分県大分市 70 ㎡ 内壁

平成20年8月 再開発組合様　事務所 千葉県市川市 103 ㎡ 屋根

平成20年8月 光仁会病院様 長崎県長崎市 40 ㎡ 内壁



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年8月 村重様邸 香川県高松市 120 ㎡ 屋根

平成20年8月 ﾌｧﾐﾘｰ歯科診療所様 新潟県三条市 250 ㎡ 屋根

平成20年8月 ｻﾝｴｰｻﾝｸｽ様 神奈川県高座郡 93 ㎡ 屋根

平成20年8月 緑ヶ丘幼稚園様 広島県東広島市 60 ㎡ 屋根

平成20年8月 澤根様邸 千葉県印西市 180 ㎡ 内壁

平成20年8月 特養老さつき荘様 茨城県桜川市 180 ㎡ 外壁

平成20年8月 今泉様邸 愛知県新城市 150 ㎡ 内壁

平成20年8月 特養老さつき荘様 茨城県桜川市 70 ㎡ 外壁

平成20年8月 東急ﾎｰﾑｽﾞたまﾌﾟﾗｰｻ様　事務所 神奈川県横浜市 260 ㎡ 天井

平成20年8月 伊藤様邸 岩手県花巻市 185 ㎡ 屋根

平成20年8月 はざま牧場様 宮崎県小林市 1000 ㎡ 屋根

平成20年8月 ﾄｵｶﾂﾌｰﾂﾞ様 神奈川県横浜市 50 ㎡ 屋根

平成20年8月 中国警備保障様 山口県宇部市 100 ㎡ 屋根平成20年8月 中国警備保障様 山口県宇部市 100 ㎡ 屋根

平成20年8月 伊東様邸 岡山県岡山市 96 ㎡ 内壁

平成20年8月 萩原様邸 神奈川県横浜市 250 ㎡ 外壁

平成20年8月 正木刃物様 大阪府大阪市 120 ㎡ 屋根

平成20年8月 奈良ﾀﾞｲﾊﾂ様 奈良県奈良市 465 ㎡ 屋根

平成20年8月 佐藤様邸 千葉県鎌ヶ谷市 250 ㎡ 屋根

平成20年8月 ﾚｽﾄﾗﾝ　ｳｪﾘﾝﾄﾝ様 香川県坂出市 93 ㎡ その他

平成20年8月 M様邸 茨城県守谷市 282 ㎡ 外壁

平成20年8月 AI設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ様 広島県三沢市 70 ㎡ その他

平成20年8月 大谷様邸 群馬県高崎市 70 ㎡ 屋根

平成20年8月 宇部ｸﾘｰﾝ様 山口県宇部市 170 ㎡ 屋根

平成20年8月 きのこ栽培施設 長野県下伊那郡 660 ㎡ 屋根

平成20年8月 ﾌﾚｯｼｭﾊｳｽ沼津様 静岡県沼津市 160 ㎡ 天井

平成20年8月 桂防災工業様 栃木県宇都宮市 100 ㎡ 内壁

平成20年8月 財商様 千葉県長生郡 65 ㎡ 屋根

平成20年8月 石和様邸 神奈川県横浜市 95 ㎡ 屋根

平成20年8月 小林様邸 静岡県伊東市 115 ㎡ 屋根



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年8月 伴野様邸 神奈川県平塚市 90 ㎡ 屋根

平成20年8月 伊藤様邸 神奈川県川崎市 600 ㎡ 内壁

平成20年8月 今村・江村様邸 東京都千代田区 60 ㎡ 天井

平成20年8月 岡崎様邸 神奈川県横浜市 140 ㎡ 屋根

平成20年8月 森岡様邸 神奈川県横浜市 50 ㎡ 内壁

平成20年8月 穴川ｵｰﾂﾊﾟｰｸ様 千葉県千葉市 306 ㎡ 屋根

平成20年8月 長沼様邸 長野県飯田市 75 ㎡ 外壁

平成20年9月 大滝様邸 東京都練馬区 150 ㎡ 屋根

平成20年9月 佐々木様邸 広島県東広島市 230 ㎡ 外壁

平成20年9月 福原様邸 広島県東広島市 146 ㎡ 内壁

平成20年9月 藤原様邸 三重県伊賀市 70 ㎡ 屋根

平成20年9月 普久原様邸 沖縄県那覇市 214 ㎡ 外壁

平成20年9月 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘ ﾊｲｱｯﾄ様 神奈川県相模原市 10 ㎡ 天井平成20年9月 ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰﾊｲｱｯﾄ様 神奈川県相模原市 10 ㎡ 天井

平成20年9月 田邊様邸 神奈川県横浜市 357 ㎡ 外壁

平成20年9月 住友電工ﾊｰﾄﾞﾒﾀﾙ様 兵庫県伊丹市 700 ㎡ 屋根

平成20年9月 赤峰様邸 大分県大分市 445 ㎡ 外壁

平成20年9月 青井様邸 香川県坂出市 285 ㎡ 屋根

平成20年9月 南木様邸 神奈川県三浦郡 190 ㎡ 外壁

平成20年9月 星野様邸 群馬県太田市 150 ㎡ 外壁

平成20年9月 臼谷様邸 長野県長野市 322 ㎡ 天井

平成20年9月 ﾌﾚｯｼｭﾊｳｽ沼津様 静岡県沼津市 65 ㎡ 内壁

平成20年9月 長尾様邸 広島県安芸郡 167 ㎡ 屋根

平成20年9月 川重様　第1工場 愛知県弥富市 562 ㎡ その他

平成20年9月 小山様邸 三重県名張市 135 ㎡ 屋根

平成20年9月 福井様邸 岐阜県岐阜市 100 ㎡ 屋根

平成20年9月 花輪様邸 神奈川県横浜市 130 ㎡ 屋根

平成20年9月 高橋様邸 東京都杉並区 343 ㎡ 外壁

平成20年9月 相田様邸 新潟県加茂市 140 ㎡ 外壁

平成20年9月 上野様邸 神奈川県平塚市 90 ㎡ 屋根



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年9月 吉田塗装店様 愛知県豊川市 50 ㎡ 内壁

平成20年9月 竹田様邸 福島県須賀川市 134 ㎡ 外壁

平成20年9月 松本様邸 三重県伊賀市 140 ㎡ 屋根

平成20年9月 音成様邸 神奈川県海老名市 140 ㎡ 屋根

平成20年9月 花輪様邸 神奈川県横浜市 440 ㎡ 外壁

平成20年9月 K様邸 高知県香南市 89 ㎡ 外壁

平成20年9月 O様邸 高知県香南市 139 ㎡ 外壁

平成20年9月 亀田製菓様 新潟県阿賀野市 200 ㎡ 内壁

平成20年9月 新藤様邸 神奈川県三浦郡 185 ㎡ 外壁

平成20年9月 新日本薬業様 東京都中央区 93 ㎡ 屋根

平成20年9月 田邊様邸 神奈川県横浜市 357 ㎡ 外壁

平成20年9月 田崎様邸 東京都杉並区 68 ㎡ 屋根

平成20年9月 射水市八幡市営住宅 富山県射水市 210 ㎡ 内壁平成20年9月 射水市八幡市営住宅 富山県射水市 210 ㎡ 内壁

平成20年9月 竹野様邸 愛知県豊川市 55 ㎡ 内壁

平成20年9月 S様邸 宮城県黒川郡 55 ㎡ 屋根

平成20年9月 石山様邸 茨城県鹿嶋市 125 ㎡ 屋根

平成20年9月 伊藤様邸 千葉県木更津市 300 ㎡ 外壁

平成20年9月 ｴｽﾃﾑ様 愛知県名古屋市 300 ㎡ 屋根

平成20年9月 伊藤様邸 神奈川県川崎市 300 ㎡ 内壁

平成20年9月 炉 富山県魚津市 30 ㎡ その他

平成20年9月 安達様邸 神奈川県伊勢原市 150 ㎡ 外壁

平成20年9月 横浜防具様 神奈川県横浜市 50 ㎡ 天井

平成20年9月 M様邸 愛知県豊川市 124 ㎡ 屋根

平成20年9月 EsutidioAKⅡ様 千葉県柏市 122 ㎡ その他

平成20年9月 ｶｸｼｹﾞ木材様 滋賀県大森市 56 ㎡ 内壁

平成20年9月 深谷様邸 秋田県大仙市 70 ㎡ 内壁

平成20年9月 ｴｽﾊﾟ　ｶｼﾊﾗ店様 奈良県大和高田市 60 ㎡ 内壁

平成20年9月 ｱｸｱ設計工房様 熊本県熊本市 60 ㎡ 内壁

平成20年9月 安藤様邸 東京都狛江市 103 ㎡ 内壁



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年9月 井上様邸 岡山県倉敷市 90 ㎡ 屋根

平成20年9月 石曾根様邸 神奈川県横浜市 150 ㎡ 屋根

平成20年9月 大田様邸 静岡県沼津市 155 ㎡ 屋根

平成20年9月 山田様邸 神奈川県相模原市 90 ㎡ 屋根

平成20年9月 内田様邸 東京都大田区 120 ㎡ 外壁

平成20年9月 中部車体 愛知県小牧市 125 ㎡ 屋根

平成20年9月 ｽﾀｰ精機様 愛知県丹羽郡 350 ㎡ その他

平成20年9月 古閑様邸 熊本県合志市 100 ㎡ 外壁

平成20年9月 上野様邸 栃木県真岡市 90 ㎡ 屋根

平成20年9月 新藤様邸 神奈川県三浦郡 185 ㎡ 外壁

平成20年9月 K様邸 埼玉県所沢市 175 ㎡ 外壁

平成20年9月 澤田様邸 群馬県みどり市 60 ㎡ 屋根

平成20年9月 廣谷様邸 広島県東広島市 105 ㎡ 内壁平成20年9月 廣谷様邸 広島県東広島市 105 ㎡ 内壁

平成20年9月 西崎様邸 広島県尾道市 329 ㎡ 外壁

平成20年9月 K様邸 埼玉県所沢市 90 ㎡ 屋根

平成20年9月 ｵｹﾀﾆ企画様 東京都新宿区 50 ㎡ 内壁

平成20年9月 U様邸 山口県宇部市 240 ㎡ 外壁

平成20年9月 堀田様邸 富山県射水市 250 ㎡ 外壁

平成20年9月 ｶﾛｯﾂｪﾘｱｼﾞｬﾊﾟﾝ様 栃木県上都賀郡 50 ㎡ 内壁

平成20年9月 小野田様邸 神奈川県鎌倉市 150 ㎡ 屋根

平成20年9月 三井住友海上様　新川ﾋﾞﾙ 東京都中央区 90 ㎡ 内壁

平成20年9月 秋田海陸様　7号倉庫 秋田県秋田市 8000 ㎡ 屋根

平成20年10月 加賀ｱﾙﾐ建材工業様 石川県能美市 330 ㎡ 内壁

平成20年10月 三谷様邸 神奈川県三浦郡 155 ㎡ 外壁

平成20年10月 南木様邸 神奈川県三浦郡 190 ㎡ 外壁

平成20年10月 葉山様邸 愛知県田原町 512 ㎡ 外壁

平成20年10月 小山の家 京都府京都市 50 ㎡ 屋根

平成20年10月 日原様邸 神奈川県愛甲郡 95 ㎡ 屋根

平成20年10月 山本工務様 静岡県駿東郡 200 ㎡ 外壁



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年10月 秋山鉄山様 山形県鶴岡市 620 ㎡ 屋根

平成20年10月 仲森様邸 三重県伊賀市 135 ㎡ 屋根

平成20年10月 O様邸 東京都杉並区 214 ㎡ 外壁

平成20年10月 こうけん接骨院様 兵庫県伊丹市 124 ㎡ 内壁

平成20年10月 大下様邸 神奈川県三浦郡 160 ㎡ 外壁

平成20年10月 知名様邸 沖縄県浦添市 335 ㎡ 屋根

平成20年10月 白石様邸 長崎県平戸市 210 ㎡ その他

平成20年10月 小林様邸 東京都新宿区 180 ㎡ 屋根

平成20年10月 佐々木様邸 埼玉県新座市 65 ㎡ 外壁

平成20年10月 伊東様邸 栃木県宇都宮市 120 ㎡ 内壁

平成20年10月 宮崎様邸 山梨県南都留郡 200 ㎡ 内壁

平成20年10月 吉柳様邸 神奈川県伊勢原市 60 ㎡ 内壁

平成20年10月 小曽根様邸 栃木県宇都宮市 50 ㎡ 屋根平成20年10月 小曽根様邸 栃木県宇都宮市 50 ㎡ 屋根

平成20年10月 細野様邸 栃木県鹿沼市 50 ㎡ 屋根

平成20年10月 M様邸 兵庫県川西市 158 ㎡ 屋根・外壁

平成20年10月 中村様邸 埼玉県さいたま市 265 ㎡ 外壁

平成20年10月 奥村物産運輸様 宮城県東松島市 180 ㎡ その他

平成20年10月 西村様邸 長野県下伊那郡 111 ㎡ 屋根

平成20年10月 大豊産業様 愛知県豊田市 650 ㎡ 外壁

平成20年10月 ｶﾎﾞﾃｯｸ様 徳島県徳島市 422 ㎡ 外壁

平成20年10月 宮崎様邸 山梨県南都留郡 200 ㎡ 内壁

平成20年10月 S様邸 山口県宇部市 223 ㎡ 外壁

平成20年10月 熊本大学 熊本県熊本市 1020 ㎡ 屋根

平成20年10月 上山様邸 栃木県益子町 280 ㎡ 外壁

平成20年10月 清水様邸 広島県広島市 60 ㎡ 屋根

平成20年10月 道中庵ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ様 宮城県仙台市 60 ㎡ 内壁

平成20年10月 岡本様邸 三重県伊賀市 100 ㎡ 屋根

平成20年10月 榎本様邸 神奈川県相模原市 200 ㎡ 外壁

平成20年10月 犬飼商店様 愛知県丹羽郡大 350 ㎡ その他



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年10月 H様邸 山口県宇部市 189 ㎡ 外壁

平成20年10月 田口様邸 秋田県仙北市 50 ㎡ 内壁

平成20年10月 佐藤様邸 神奈川県港北区 130 ㎡ 外壁

平成20年10月 太田様邸 神奈川県藤沢市 152 ㎡ 外壁

平成20年10月 吉田様邸 山梨県北杜市 111 ㎡ 外壁

平成20年10月 高橋様邸 栃木県宇都宮市 80 ㎡ 屋根

平成20年10月 栗山様邸 長野県飯山市 115 ㎡ 内壁

平成20年10月 大口様邸 茨城県鹿嶋市 160 ㎡ 屋根

平成20年10月 安西様邸 神奈川県横浜市 300 ㎡ 屋根

平成20年10月 佐々木様邸 神奈川県逗子市 60 ㎡ 屋根

平成20年10月 Ｏ様邸 栃木県矢板市 160 ㎡ 外壁

平成20年10月 松田様邸 神奈川県茅ヶ崎市 220 ㎡ 外壁

平成20年10月 中津様邸 滋賀県大津市 178 ㎡ 内壁平成20年10月 中津様邸 滋賀県大津市 178 ㎡ 内壁

平成20年10月 山城金属まんのう工場様 香川県仲多度郡 360 ㎡ 屋根

平成20年10月 有薗様邸 福岡県柏屋郡 98 ㎡ 屋根

平成20年10月 栃木園部浄水場様 栃木県栃木市 100 ㎡ 外壁

平成20年10月 吉川様邸 神奈川県藤沢市 150 ㎡ 屋根

平成20年10月 久留様邸 茨城県つくば市 60 ㎡ 内壁

平成20年10月 長谷川様邸 茨城県つくば市 146 ㎡ 内壁

平成20年10月 鈴木様邸 千葉県松戸市 245 ㎡ 内壁

平成20年10月 宅商建設様 埼玉県上尾市 140 ㎡ 内壁

平成20年10月 俊成様邸 栃木県小山市 85 ㎡ 外壁

平成20年10月 上井戸様邸 愛知県豊橋市 100 ㎡ 内壁

平成20年10月 土井様邸 神奈川県逗子市 120 ㎡ 外壁

平成20年11月 佐々木様邸 広島県世羅郡 200 ㎡ 外壁

平成20年11月 山泰様 長野県長野市 62 ㎡ 内壁

平成20年11月 SEKKA PROJECT０３様 北海道虻田郡 116 ㎡ 外壁

平成20年11月 大豊産業様 愛知県豊田市 650 ㎡ 外壁

平成20年11月 春風館養成所様 長野県上田市 62 ㎡ 屋根



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年11月 DSK成田事業所様 千葉県成田市 60 ㎡ 内壁

平成20年11月 Ａ様邸 東京都久留米市 80 ㎡ その他

平成20年11月 三優社工業様 福井県福井市 100 ㎡ 屋根

平成20年11月 粕屋様邸 鹿児島県姶良郡 60 ㎡ 屋根

平成20年11月 年神様邸 鹿児島県射水市 90 ㎡ 屋根

平成20年11月 神長様邸 東京都大田区 284 ㎡ 外壁

平成20年11月 則武様邸 岡山県岡山市 140 ㎡ 屋根

平成20年11月 ｼｯﾌﾟﾍﾟｲﾝﾄ藤田様 広島県福山市 80 ㎡ 外壁

平成20年11月 中里様邸 神奈川県藤沢市 150 ㎡ 外壁

平成20年11月 杉山様邸 神奈川県藤沢市 125 ㎡ 内壁

平成20年11月 渡辺様邸 千葉県八千代市 70 ㎡ 屋根

平成20年11月 長谷様邸 千葉県八千代市 70 ㎡ 屋根

平成20年11月 佐々木気墓様 広島県東広島市 300 ㎡ 外壁平成20年11月 佐々木気墓様 広島県東広島市 300 ㎡ 外壁

平成20年11月 空設計様 千葉県浦安市 245 ㎡ 内壁

平成20年11月 松本様邸 長崎県松浦市 150 ㎡ 外壁

平成20年11月 佐藤様邸 神奈川県藤沢市 170 ㎡ 外壁

平成20年11月 ｱｰｺﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ様 千葉県長生郡 100 ㎡ 内壁

平成20年11月 八王子わんわん倶楽部様 東京都八王子市 140 ㎡ 内壁

平成20年11月 正野様邸 神奈川県横浜市 222 ㎡ 外壁

平成20年11月 山内様邸 神奈川県横浜市 233 ㎡ 外壁

平成20年11月 安田様邸 神奈川県横浜市 290 ㎡ 外壁

平成20年11月 吉田様邸 香川県坂出市 260 ㎡ 屋根

平成20年11月 西中延二丁目計画様 東京都品川区 132 ㎡ 内壁

平成20年11月 神奈川経済専門学校様 神奈川県東橋本 280 ㎡ 屋根

平成20年11月 郡山建売住宅様 福島県郡山市 300 ㎡ 内壁

平成20年11月 榎本様邸 神奈川県座間市 60 ㎡ 屋根

平成20年11月 奥村様邸 滋賀県草津市 368 ㎡ 外壁

平成20年11月 阪口塗装様 和歌山県海南市 115 ㎡ 屋根

平成20年11月 田中様邸 長野県上田市 303 ㎡ 外壁



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年11月 ITSUMO様 東京都港区 60 ㎡ 天井

平成20年11月 内田病院様　倉庫 徳島県三好市 1280 ㎡ 外壁

平成20年11月 ｴｸｾﾚﾝﾄｺｰﾄしらさぎ様 栃木県河内郡 250 ㎡ その他

平成20年11月 ﾄﾐｰﾌｰｽﾞ様 岐阜県岐阜市 350 ㎡ 屋根

平成20年11月 石井様邸 千葉県八千代市 160 ㎡ 外壁

平成20年11月 熊本大学様 熊本県熊本市 925 ㎡ 屋根

平成20年11月 高松市新設統合小･中学校様 香川県高松市 1000 ㎡ 外壁

平成20年11月 呉羽製鋼様 大阪府大阪市 556 ㎡ 屋根

平成20年11月 玉田邸 埼玉県狭山市 182 ㎡ 外壁

平成20年11月 Ｔ様邸 兵庫県神戸市 286 ㎡ 外壁

平成20年11月 ｼﾞｰﾉｸﾘｴｲｼｮﾝ様 沖縄県八重瀬町 91 ㎡ 外壁

平成20年11月 横山様邸 神奈川県横浜市 240 ㎡ 屋根

平成20年11月 Ｓ様邸 高知県香南市 135 ㎡ 屋根平成20年11月 Ｓ様邸 高知県香南市 135 ㎡ 屋根

平成20年11月 Ｔ様邸 高知県安芸郡 71 ㎡ 屋根

平成20年11月 上山様邸 和歌山県西牟婁郡 130 ㎡ 内壁

平成20年11月 ﾄｲﾌｧｸﾄﾘｰ様 岐阜県可児市 60 ㎡ その他

平成20年11月 太田様邸 東京都武蔵野市 495 ㎡ 外壁

平成20年11月 西岡商会様 大分県大分市 230 ㎡ 外壁

平成20年11月 寺山様邸 岡山県岡山市 221 ㎡ 屋根

平成20年12月 内藤様邸 千葉県船橋市 120 ㎡ 屋根

平成20年12月 石羽根様邸 神奈川県中郡 156 ㎡ 外壁

平成20年12月 安田塗装店様 北海道二海郡 80 ㎡ 内壁

平成20年12月 藤原胃腸科様 愛媛県松山市 60 ㎡ 天井

平成20年12月 住友電工大阪此の花工場様 大阪府大阪市 80 ㎡ 床

平成20年12月 飯田様邸 東京都狛江市 66 ㎡ 内壁

平成20年12月 郡山建売住宅様 福島県郡山市 300 ㎡ 内壁

平成20年12月 尾田様邸 岡山県岡山市 270 ㎡ 外壁

平成20年12月 藤井様邸 三重県鈴鹿市 288 ㎡ 外壁

平成20年12月 小柴様邸 神奈川県海老名市 60 ㎡ 屋根



ガイナ施工実績表（平成20年4月～平成21年3月分　抜粋）

施主（依頼主） 住所 施工箇所面積

平成20年12月 西片様邸 東京都文京区 99 ㎡ 内壁

平成20年12月 河野様邸 愛知県小牧市 134 ㎡ 屋根

平成20年12月 明伸様　倉庫 茨城県水戸市 2700 ㎡ 屋根

平成20年12月 呉羽製鋼様 大阪府大阪市 210 ㎡ 外壁

平成20年12月 石井様邸 千葉県八千代市 160 ㎡ 外壁

平成20年12月 阪口様邸 和歌山県海南市 200 ㎡ 外壁

平成20年12月 島田様邸 東京都町田市 425 ㎡ 外壁

平成20年12月 片桐様邸 長野県飯田市 60 ㎡ 屋根

平成20年12月 藤井様邸 三重県鈴鹿市 288 ㎡ 外壁

平成20年12月 掛田様邸 神奈川県横須賀市 150 ㎡ 屋根

平成20年12月 JR東松戸駅電車区分 千葉県松戸市 24 ㎡ 屋根

平成20年12月 仲乃防様 愛知県豊明市 174 ㎡ 外壁

平成20年12月 菅沼様邸 長野県下伊那郡 94 ㎡ 屋根平成20年12月 菅沼様邸 長野県下伊那郡 94 ㎡ 屋根

平成20年12月 あさきん様 栃木県鹿沼市 60 ㎡ 外壁

平成20年12月 石井様邸 千葉県八千代市 160 ㎡ 外壁

平成20年12月 落合様邸 埼玉県鶴ヶ島市 70 ㎡ 屋根

平成20年12月 木島様邸 神奈川県神奈川区 135 ㎡ 外壁

平成20年12月 杉山様邸 神奈川県横浜市 93 ㎡ 屋根

平成20年12月 持丸様邸 神奈川県神奈川区 240 ㎡ 外壁

平成20年12月 とし建設様 沖縄県浦添市 360 ㎡ 屋根

平成20年12月 主の丘教会 沖縄県浦添市 600 ㎡ 内壁

平成20年12月 河野様邸 愛知県小牧市 140 ㎡ 外壁

平成20年12月 神山様邸 神奈川県藤沢市 70 ㎡ 外壁

平成20年12月 山﨑様邸 愛知県豊川市 210 ㎡ 外壁

平成20年12月 松下様邸 神奈川県三浦郡 210 ㎡ 外壁

平成20年12月 佐藤様邸 島根県米子市 190 ㎡ 外壁

平成20年12月 和久里様邸 千葉県市川市 80 ㎡ 屋根

平成20年12月 ｻﾝｳｯﾄﾞﾋﾞｰﾋﾟｰ様 新潟県新潟市 89 ㎡ 屋根

平成20年12月 富永様邸 福岡県粕屋郡 60 ㎡ 外壁
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平成20年12月 東洋ｲﾝﾃﾘｱ様 東京都台東区 150 ㎡ 天井

平成20年12月 吉田塗装工業様 岩手県盛岡市 117 ㎡ 天井

平成20年12月 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ様　黒磯工場 栃木県那須塩原市 120 ㎡ その他

平成20年12月 横山様邸 神奈川県横須賀市 120 ㎡ 外壁

平成20年12月 久保田様邸 東京都武蔵野市 70 ㎡ 内壁

平成20年12月 あづま食品様 栃木県宇都宮市 90 ㎡ 外壁

平成20年12月 九州大学 福岡県福岡市 170 ㎡ 内壁

平成20年12月 中村様邸 兵庫県尼崎市 50 ㎡ 内壁

平成20年12月 山岡様邸 愛知県豊橋市 200 ㎡ 内壁

平成20年12月 誠心第一幼稚園様 神奈川県相模原市 28 ㎡ 外壁

平成20年12月 藤原様邸 香川県観音埼市 100 ㎡ 内壁

平成20年12月 まつざか美容室様 長野県下伊那郡 220 ㎡ 内壁

平成20年12月 富士祭典 茨城県水戸市 210 ㎡ 屋根平成20年12月 富士祭典 茨城県水戸市 210 ㎡ 屋根

平成20年12月 西田様邸 神奈川県横浜市 225 ㎡ 外壁

平成21年1月 梶原の家 神奈川県鎌倉市 210 ㎡ 外壁

平成21年1月 ｳｯﾃﾞｨｰﾎﾞｯｸｽﾋﾞﾙ様 神奈川県横浜市 430 ㎡ 外壁

平成21年1月 Ｓ様邸 京都府京都市 68 ㎡ 屋根

平成21年1月 山本様邸 神奈川県横浜市 140 ㎡ 外壁

平成21年1月 Ｋ様邸 高知県香南市 110 ㎡ 外壁

平成21年1月 ｱｲﾜ電設開発様 静岡県静岡市 520 ㎡ 外壁

平成21年1月 実前監理様 埼玉県八潮市 68 ㎡ 外壁

平成21年1月 ｴｽｴﾑ建工様 愛知県名古屋市 65 ㎡ 屋根

平成21年1月 坪井様邸 愛知県名古屋市 61 ㎡ 屋根

平成21年1月 井上様邸 東京都世田谷区 335 ㎡ 外壁

平成21年1月 西村様邸 福島県いわき市 188 ㎡ 屋根

平成21年1月 MSK商事様　下鴨寮 京都府京都市 526 ㎡ 外壁

平成21年1月 嶋崎様邸 京都府京都市 50 ㎡ 屋根

平成21年1月 久保田様邸 東京都武蔵野市 105 ㎡ 内壁

平成21年1月 石田様邸 愛知県豊橋市 390 ㎡ 内壁
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平成21年1月 田島様邸 山梨県南アルプス市 495 ㎡ 外壁

平成21年1月 岩崎様邸 群馬県伊勢崎市 70 ㎡ その他

平成21年1月 磯部様邸 愛知県豊橋市 240 ㎡ 外壁

平成21年1月 住宅建築研究所様 愛媛県松山市 130 ㎡ 屋根

平成21年1月 前田様邸 三重県松阪市 150 ㎡ 内壁

平成21年1月 ｳｯﾃﾞｨｰﾎﾞｯｸｽﾋﾞﾙ様 神奈川県横浜市 105 ㎡ その他

平成21年1月 実前監理工場様 埼玉県八潮市 68 ㎡ 外壁

平成21年1月 菊池様邸 神奈川県横浜市 170 ㎡ 外壁

平成21年1月 与那原自動車ﾎﾃﾙ様 沖縄県島尻郡 270 ㎡ 外壁

平成21年1月 當間様邸 沖縄県浦添市 330 ㎡ 外壁

平成21年1月 松井・生方様邸 石川県金沢市 220 ㎡ 外壁

平成21年1月 尾崎畜産食肉加工場様 宮崎県宮崎市 134 ㎡ 内壁

平成21年1月 北野様邸 岐阜県瑞穂市 150 ㎡ 外壁平成21年1月 北野様邸 岐阜県瑞穂市 150 ㎡ 外壁

平成21年1月 法金剛院様 京都府京都市 50 ㎡ 外壁

平成21年1月 Ｍ様邸 埼玉県川越市 180 ㎡ 外壁

平成21年1月 松倉皮膚科医院様 大阪府大阪市 390 ㎡ 外壁

平成21年1月 ｽｷﾞﾃｯｸ様 京都府京都市 88 ㎡ 内壁

平成21年1月 丸山様邸 大阪府箕面市 140 ㎡ 屋根

平成21年1月 徳山もち店様 広島県福山市 115 ㎡ 屋根

平成21年2月 今成様邸 東京都町田市 95 ㎡ 屋根

平成21年2月 佐伯様邸 神奈川県川崎市 96 ㎡ 屋根

平成21年2月 山田様邸 神奈川県川崎市 70 ㎡ 外壁

平成21年2月 小出様邸 愛知県桑名市 160 ㎡ 屋根

平成21年2月 松田様邸 山形県天竜市 60 ㎡ 内壁

平成21年2月 ｽｷﾞﾃｯｸ様　事務所 京都府京都市 180 ㎡ 天井

平成21年2月 柏野様邸 石川県金沢市 255 ㎡ 外壁

平成21年2月 木村様邸 神奈川県横浜市 105 ㎡ 外壁

平成21年2月 ﾄﾞﾐｰﾙｱｲﾜⅡ様 神奈川県横浜市 280 ㎡ 外壁

平成21年2月 岡倉様邸 岡山県岡山市 120 ㎡ 屋根
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平成21年2月 尾崎畜産食肉加工工場様 宮崎県宮崎市 134 ㎡ 内壁

平成21年2月 福田様邸 千葉県船橋市 50 ㎡ 内壁

平成21年2月 Ｆ様邸 兵庫県神戸市 289 ㎡ 外壁

平成21年2月 ﾏﾁｸﾞﾁ塗装様 大阪府堺市 60 ㎡ 屋根

平成21年2月 坪井耳鼻科様 千葉県茂原市 240 ㎡ 外壁

平成21年2月 山口大学様 山口県宇部市 207 ㎡ 屋根

平成21年2月 山木様邸 大阪府泉南市 120 ㎡ 屋根

平成21年2月 実前監理様 埼玉県八潮市 468 ㎡ 屋根

平成21年2月 Ｋ様邸 兵庫県宝塚市 120 ㎡ 外壁

平成21年2月 奥田様邸 埼玉県北企郡 150 ㎡ 屋根

平成21年2月 多田様邸 千葉県千葉市 139 ㎡ 屋根

平成21年2月 熊川ﾊｲﾂ様 東京都福生市 305 ㎡ 屋根

平成21年2月 Ｙ様邸 兵庫県神戸市 250 ㎡ 外壁平成21年2月 Ｙ様邸 兵庫県神戸市 250 ㎡ 外壁

平成21年2月 宇佐見様邸 神奈川県秦野市 213 ㎡ 外壁

平成21年2月 川村様邸 埼玉県鳩ケ谷市 116 ㎡ 外壁

平成21年2月 岩井様邸 千葉県富津市 200 ㎡ 外壁

平成21年2月 二神様邸 東京都中野区 120 ㎡ 外壁

平成21年2月 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工様 新潟県燕市 15 ㎡ 内壁

平成21年2月 古田様邸 栃木県壬生町 135 ㎡ 内壁

平成21年2月 瀧田･江尻様邸 富山県富山市 340 ㎡ 外壁

平成21年2月 焼鳥鉄砲様 福岡県久留米市 380 ㎡ 内壁

平成21年2月 ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ磯子様　4号館 神奈川県横浜市 713 ㎡ 屋根

平成21年2月 芽根様邸 茨城県水戸市 60 ㎡ 外壁

平成21年2月 熊本大学様 熊本県熊本市 766 ㎡ 屋根

平成21年2月 実前監理様 埼玉県八潮市 516 ㎡ 屋根

平成21年2月 伊敷開発様 沖縄県糸満市 120 ㎡ 屋根

平成21年2月 宝田様邸 岡山県倉敷市 80 ㎡ 外壁

平成21年2月 遠藤様邸 大阪府泉南市 99 ㎡ 屋根

平成21年2月 川上様邸 広島県呉市 100 ㎡ 内壁
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平成21年2月 園田様邸 東京都世田谷区 50 ㎡ 内壁

平成21年2月 銭志邸 東京都練馬区 70 ㎡ 外壁

平成21年3月 登呂遺跡 静岡県静岡市 100 ㎡ 外壁

平成21年3月 澤崎・坂本様邸 富山県高岡市 170 ㎡ 外壁

平成21年3月 吉原様邸 栃木県宇都宮市 61 ㎡ その他

平成21年3月 青木様邸 栃木県日光市 94 ㎡ その他

平成21年3月 新川様邸 栃木県宇都宮市 125 ㎡ その他

平成21年3月 ＳＣＳ様 埼玉県草加市 810 ㎡ 屋根

平成21年3月 北日本巻食品様 新潟県新潟市 60 ㎡ その他

平成21年3月 よつば乳業様 北海道河東郡 1700 ㎡ 屋根

平成21年3月 早瀬様邸 茨城県桜川市 70 ㎡ 屋根
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