
平成22年度　ガイナ施工実績（抜粋）

案件名 住所 施工箇所

4月 明和様 福岡県宗像市 35 ㎡ 内壁

4月 若林きのこ園様 長野県長野市 11,257 ㎡ 屋根

4月 お菓子屋レニエ様 愛知県名古屋市 150 ㎡ 屋根

4月 ヒラク倉庫様 愛知県岡崎市 600 ㎡ 屋根

4月 新宿区立西早稲田中学校様 東京都新宿区 400 ㎡ 内壁

4月 オキツウ池田苑様 沖縄県島尻郡 150 ㎡ 屋根

4月 丹生小学校様 福井県三方郡 64.5 ㎡ 外壁

4月 ＮＢＦ豊洲ガーデンフロント様 東京都江東区 100 ㎡ 内壁

4月 北海道電力名寄変電所本館様 北海道名寄市 30 ㎡ 内壁

4月 大蔵建工事務所様 茨城県水戸市 100 ㎡ 外壁

4月 アルポーズ滋賀工場様 滋賀県湖南市 468 ㎡ 屋根

4月 ラボ・カロッツェリア様 東京都足立区 420 ㎡ その他

4月 塩田病院様 千葉県勝浦市 1,560 ㎡ 外壁

4月 フォーライフ菜園店様 岩手県盛岡市 86 ㎡ 天井

4月 リトルミー店舗様 岩手県盛岡市 35 ㎡ 天井

4月 日油技研工業川越工場様 埼玉県川越市 328 ㎡ 屋根

4月 ＣＴＣ三番町様 東京都千代田区 30 ㎡ 天井

4月 ヘアースタジオフェイス様 茨城県守谷市 252 ㎡ 外壁

4月 グラクソ・スミス・クライン様 栃木県日光市 2,320 ㎡ 屋根

4月 石本酒造様 新潟県新潟市 250 ㎡ 天井

4月 岩田地崎建設様 大阪府大阪市 90 ㎡ 屋根

4月 フレッシュハウス横浜南スタジオ様 神奈川県横浜市 60 ㎡ 内壁

4月 大日本販売高崎営業所工場様 群馬県高崎市 25 ㎡ 屋根

4月 田柄水道利用組合様 東京都練馬区 90 ㎡ その他

4月 松浦梱包運送様 静岡県掛川市 16 ㎡ その他

4月 小田原ＳＲ様 神奈川県南足柄市 30 ㎡ 内壁

4月 ガレージオノ様 茨城県板東市 20.5 ㎡ 内壁

4月 大蔵工業様 茨城県水戸市 150 ㎡ 外壁

4月 フジック様 鳥取県岩美郡 670 ㎡ 屋根

4月 日油技研工業様 埼玉県川越市 1,104 ㎡ 屋根

4月 サンシャイン　サザンセト様 山口県大島郡 4,000 ㎡ 外壁

4月 おおどおり鎌田内科クリニック様 岩手県盛岡市 60 ㎡ 内壁

5月 馬場センター長宅様 宮城県仙台市 60 ㎡ 外壁

5月 星の子愛児園様 神奈川県川崎市 300 ㎡ 屋根

5月 北海道住電精密様 北海道空知郡 120 ㎡ その他

5月 大黒運輸倉庫様 北海道苫前郡 30 ㎡ 外壁

5月 ＪＡおきなわ様 沖縄県石垣市 1,791 ㎡ 外壁

5月 ダイシン事務所様 山口県下関市 200 ㎡ 屋根

5月 前島ビル様 埼玉県入間市 34 ㎡ 内壁

5月 名工建設独身寮様 千葉県松戸市 724 ㎡ 外壁
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5月 つのだ歯科医院様 埼玉県羽生市 182 ㎡ 外壁

5月 丸喜運輸様 山口県下関市 416 ㎡ 屋根

5月 近鉄桔梗が丘駅様 三重県松阪市 90 ㎡ その他

5月 和泉屋工務店様 長野県安曇野市 70 ㎡ 屋根

5月 シンセントエコテック様 長崎県雲仙市 97 ㎡ 屋根

5月 鹿沼高校様 栃木県鹿沼市 80 ㎡ 外壁

5月 アトレック様 滋賀県大津市 25 ㎡ 内壁

5月 樗機工商事様 熊本県熊本市 65 ㎡ 内壁

5月 鬼怒川パークホテル様 栃木県日光市 420 ㎡ 床

5月 京都宇多野コーポラティブＢ２様 京都府京都市 15 ㎡ 内装

5月 Ｂｅハウス・アクト様 茨城県牛久市 30 ㎡ その他

5月 イズムヘアワーク様 神奈川県伊勢原市 595 ㎡ 外壁

5月 三菱独身寮様 神奈川県相模原市 10 ㎡ 屋根

5月 きく寿司様 愛知県西尾市 455 ㎡ 外壁

5月 中部資材本社様 愛知県名古屋市 25 ㎡ 内壁

5月 グランヴィア様 北海道旭川市 15 ㎡ 内壁

5月 日清丸紅飼料北海道様 北海道小樽市 50 ㎡ その他

5月 つのだ歯科医院様 埼玉県羽生市 182 ㎡ 外壁

6月 プランドゥプラス様 神奈川県横浜市 30 ㎡ 内壁

6月 コーポ旭様 神奈川県茅ケ崎市 350 ㎡ 屋根

6月 アトリエ・田様 神奈川県横浜市 30 ㎡ 外壁

6月 緑町様 北海道千歳市 50 ㎡ その他

6月 日油技研工業様 埼玉県川越市 824 ㎡ 屋根

6月 アメリカンスクールインジャパン様 東京都調布市 480 ㎡ 屋根

7月 丸京マンション様 東京都中野区 210 ㎡ 屋根

7月 かまた事務所様 埼玉県久喜市 35 ㎡ 外壁

7月 勝浦警察署大多喜幹部交番用務員室様 千葉県夷隅郡 24.7 ㎡ 内壁

7月 山崎製パン埼玉第一工場様 埼玉県所沢市 20 ㎡ 屋根

7月 湯田坂塗装様 愛知県東海市 28 ㎡ 屋根

7月 山崎リゾートクリニック様 福岡県北九州市 15 ㎡ 内壁

7月 ジョイカンパニー様 神奈川県横浜市 322 ㎡ 屋根・外壁

7月 ＮＣ事務所様 鳥取県鳥取市 25 ㎡ 屋根

7月 川口金属加工様 兵庫県加西市 1,394 ㎡ 屋根・外壁

7月 九州住電精密様 佐賀県杵島郡 48 ㎡ その他

7月 マスヤマ様 富山県富山市 300 ㎡ 屋根

7月 メガロス本八幡様 千葉県市川市 60 ㎡ 内壁

7月 周南バルブ工業様 岡山県倉敷市 450 ㎡ 屋根

7月 高村ビル様 東京都武蔵野市 25 ㎡ 内壁

7月 ＪＲ西日本ビルド様 大阪府大阪市 84 ㎡ 内壁

7月 川口学園ゆきよし幼稚園様 静岡県富士市 90 ㎡ 屋根

7月 ハートリフォーム江南事務所様 埼玉県熊谷市 170 ㎡ 外壁
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7月 原鐵工様 岐阜県郡上市 70 ㎡ 屋根

7月 ハッピーポイント様 鹿児島県鹿児島市 28 ㎡ 屋根・内壁

7月 草木薫工房様 長野県上田市 90 ㎡ 屋根

7月 北海道住電精密様 北海道空知郡 1,980 ㎡ 外壁

7月 みつわ産業様 沖縄県うるま市 986 ㎡ 外壁

7月 エム・シー・エル様 広島県広島市 30 ㎡ その他

7月 三菱レイヨン様 愛知県豊橋市 400 ㎡ 外壁

7月 ジョイカンパニー様 神奈川県横浜市 20 ㎡ 屋根・外壁

7月 サンイースト様 東京都江東区 30 ㎡ 外壁

7月 よろづ鋏製作所様 神奈川県横浜市 240 ㎡ 屋根

7月 小松ビル様 長野県長野市 158 ㎡ 屋根

7月 敬信会館様 長野県下伊那郡 60 ㎡ 屋根

7月 Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ様 千葉県香取郡 34 ㎡ 屋根

7月 鈴木塗装車庫様 千葉県八千代市 45 ㎡ 屋根

7月 住友電工ウィンテック様 新潟県妙高市 50 ㎡ その他

7月 えびす薬局様 愛知県一宮市 126 ㎡ 屋根

7月 社原工務店様 山口県防府市 54 ㎡ 屋根

7月 ＲＫ事務所様 富山県富山市 60 ㎡ 屋根

7月 青雲寮様 埼玉県さいたま市 933 ㎡ 屋根

7月 コモンイースト様 神奈川県相模原市 55 ㎡ その他

7月 藤島高校様 福井県福井市 188 ㎡ 内壁

7月 青山機工・津軽ダム作業所様 青森県中津軽郡 30 ㎡ 屋根

7月 東電ビル様 東京都千代田区 30 ㎡ 外壁

7月 キャピタル川口工場様 埼玉県川口市 1,400 ㎡ 屋根・外壁

7月 朋愛幼稚園様 東京都小金井市 135 ㎡ 屋根・外壁

7月 荻中マンション様 東京都杉並区 217.8 ㎡ 屋根

8月 よろづ鋏製作所様 神奈川県横浜市 30 ㎡ 屋根

8月 創拓工業様 福岡県嘉麻市 30 ㎡ その他

8月 山崎ハウジング様 新潟県上越市 64 ㎡ 外壁

8月 五十嵐木材様 長野県大町市 50 ㎡ 屋根・外壁

8月 清長電機様 神奈川県茅ケ崎市 30 ㎡ 屋根

8月 みすずコーポレーション様 長野県長野市 100 ㎡ 外壁

8月 エヌ・エス・メタル様 北海道札幌市 200 ㎡ 屋根

8月 ベガス多治見様 愛知県春日井市 15 ㎡ 外壁

8月 新富士化学様 山口県山口市 460 ㎡ 外壁

8月 サントリー酒類京都ビール工場様 京都府長岡市 16 ㎡ 屋根・外壁

8月 塗装工房　小林様 茨城県東茨城郡 120 ㎡ 屋根

8月 DAPマンション 沖縄県浦添市 518 ㎡ 屋根

8月 広島リサイクルセンター様 広島県三原市 1,500 ㎡ 屋根

8月 与那原自動車ホテル様 沖縄県与那原町 1,573 ㎡ 内壁・天井

8月 大雄電線様 千葉県市川市 100 ㎡ 屋根・外壁
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8月 喜多屋ビル様 東京都台東区 87 ㎡ 屋根

9月 ムソー本社物流倉庫様 愛知県小牧市 2,500 ㎡ 屋根

9月 皆幸不動産様 茨城県鹿島市 250 ㎡ 屋根・内壁

9月 新建築様 福岡県北九州市 60 ㎡ 内壁

9月 山佐木材様 鹿児島県肝属郡 30 ㎡ 外壁

9月 太陽ハウジング様 愛知県知立市 150 ㎡ 外壁

9月 ハシモトコーポレーション様 神奈川県相模原市 563 ㎡ 屋根

9月 宇部興産中央病院様 山口県宇部市 910 ㎡ 屋根

9月 東洋ケミテック様 群馬県館林市 15 ㎡ 外壁

9月 スポーツクラブアクトス半田店様 愛知県半田市 390 ㎡ その他

9月 ジェイテクト豊橋工場様 愛知県豊橋市 300 ㎡ その他

9月 ドゥハウス様 東京都港区 57 ㎡ 内壁・天井

9月 オーバル様 神奈川県横浜市 60 ㎡ 外壁

9月 渡辺建装様 茨城県日立市 30 ㎡ 外壁

9月 高村ビル様 東京都武蔵野市 90 ㎡ 内壁・天井

9月 北海道住電精密様 北海道空知郡 300 ㎡ 外壁

9月 江美砕石工業様 鳥取県日野郡 80 ㎡ 屋根

9月 松野歯科様 愛知県名古屋市 70 ㎡ 屋根

9月 タウレズホーム様 千葉県八千代市 55 ㎡ 屋根

10月 バニングバニー様 茨城県霞ケ浦市 30 ㎡ 内装

10月 永瀬産業様 鳥取県米子市 30 ㎡ その他

10月 北関東自動車道笠間Ｐ町様 茨城県笠間市 600 ㎡ 屋根

10月 さくらヒルズ１６号棟室様 神奈川県横須賀市 35 ㎡ 内壁

10月 福吉ラッキング工業様 愛媛県松山市 566.8 ㎡ 屋根・外壁

10月 伊豆大室高原様 静岡県伊東市 200 ㎡ 外壁

10月 ペルメレック電極様 神奈川県藤沢市 30 ㎡ 屋根

10月 皆幸不動産様 茨城県鹿島市 210 ㎡ 屋根・内壁

10月 北泉阪南青果様 北海道千歳市 60 ㎡ 外壁・内壁

10月 大口工業様 三重県三重郡 10 ㎡ その他

10月 トヨタレンタリース岡山駅西口店様 岡山県北区 143 ㎡ 屋根

10月 熱田クリニック様 愛知県名古屋市 1,008 ㎡ 屋根・外壁

10月 ＨＫビル様 東京都中央区 50 ㎡ 内壁

10月 びわこ石山ホテル様 滋賀県大津市 60 ㎡ 外壁

10月 伊豆大室高原様 静岡県伊東市 200 ㎡ 外壁

10月 大日製缶様 埼玉県鴻巣市 2 ㎡ その他
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