
ガイナ施工実績（平成21年1月～平成23年10月）

初回受注時期 現場名 住所 現場種別 塗装箇所 面積

平成21年1月 ウッディーボックスビル様 神奈川県横浜市西区 事務所・事業所 外壁・その他 535 ㎡

平成21年1月 安藤塗工店様 愛知県名古屋市熱田区 商業施設 内壁 25 ㎡

平成21年1月 実前監理様 埼玉県八潮市 工場・倉庫 屋根・外壁 1,600 ㎡

平成21年1月 アイワ電設開発様 静岡県静岡市駿河区 事務所・事業所 外壁 530 ㎡

平成21年1月 宮城シマダヤ様 宮城県大崎市 工場・倉庫 その他 31 ㎡

平成21年1月 エスエム建工様 愛知県名古屋市港区 事務所・事業所 屋根 65 ㎡

平成21年1月 住宅建築研究所様 愛媛県松山市 事務所・事業所 屋根 130 ㎡

平成21年1月 郡司診療所様 東京都中野区 病院 屋根 80 ㎡

平成21年1月 与那原自動車ホテル様 沖縄県島尻郡与那原町 事務所・事業所 外壁 270 ㎡

平成21年1月 コシナ本社様 長野県中野市 工場・倉庫 天井 10 ㎡

平成21年1月 尾崎畜産食肉加工場様 宮崎県宮崎市 工場・倉庫 内壁 134 ㎡

平成21年1月 徳山もち店様 広島県福山市 工場・倉庫 屋根 115 ㎡

平成21年1月 法金剛院様 京都府京都市右京区 寺社・仏閣 外壁 50 ㎡

平成21年1月 草木薫工房様 長野県上田市 事務所・事業所 屋根・天井 220 ㎡

平成21年1月 日産フォークリフト埼玉販売様 埼玉県桶川市 その他 その他 30 ㎡

平成21年1月 松倉皮膚科医院様 大阪府大阪市住吉区 病院 外壁 390 ㎡

平成21年1月 スギテック事務所様 京都府京都市右京区 事務所・事業所 天井・内壁 268 ㎡

平成21年1月 極東化成様 香川県高松市 事務所・事業所 屋根 49 ㎡

平成21年2月 宮村鉄工所様 静岡県島田市 その他 その他 30 ㎡

平成21年2月 勝木建設様 埼玉県桶川市 工場・倉庫 屋根 30 ㎡

平成21年2月 オグチ塗料様 長野県諏訪郡下諏訪町 事務所・事業所 45 ㎡

平成21年2月 伴工務店展示場様 静岡県浜松市西区 その他 30 ㎡

平成21年2月 マチグチ塗装様 大阪府堺市美原区 事務所・事業所 屋根 60 ㎡

平成21年2月 坪井耳鼻科様 千葉県茂原市 病院 外壁 240 ㎡

平成21年2月 山口大学様 山口県宇部市 公共施設 屋根 207 ㎡

平成21年2月 芦川鉄工所様 埼玉県八潮市 工場・倉庫 外壁 20 ㎡

平成21年2月 ガラス工房内様 滋賀県彦根市 工場・倉庫 その他 27 ㎡

平成21年2月 CNC JAPAN様 岩手県八幡平市 事務所・事業所 天井・その他 65 ㎡

平成21年2月 宇部高専南京納住宅2様 山口県宇部市 公共施設 内壁 31 ㎡

平成21年2月 システムプラザ磯子4号館様 神奈川県横浜市磯子区 事務所・事業所 屋根 713 ㎡

平成21年2月 パナソニック電工様 新潟県燕市 工場・倉庫 内壁 15 ㎡

平成21年2月 焼鳥鉄砲様 福岡県久留米市 商業施設 内壁 380 ㎡

平成21年2月 伊敷開発様 沖縄県糸満市 事務所・事業所 屋根 120 ㎡

平成21年2月 熊本大学様 熊本県熊本市 公共施設 屋根 766 ㎡

平成21年2月 アルプス管工様 長野県飯山市 事務所・事業所 内壁 30 ㎡

平成21年2月 葛西水族館様 東京都江戸川区 公共施設 屋根 1,659 ㎡

平成21年2月 水野住建様 長野県中野市 事務所・事業所 内壁 30 ㎡

平成21年2月 県営若杉住宅様 栃木県日光市 公共施設 内壁 90 ㎡

平成21年2月 中央配送様 香川県高松市 その他 30 ㎡

平成21年2月 スーパーバッグ様 埼玉県所沢市 工場・倉庫 屋根 5,000 ㎡

平成21年2月 安東機械工具様 岡山県岡山市 事務所・事業所 30 ㎡

平成21年3月 アトランテ松本様 長野県松本市 その他 その他 30 ㎡

平成21年3月 登呂遺跡様 静岡県静岡市駿河区 その他 外壁 100 ㎡

平成21年3月 松山ユースホステル様 愛媛県松山市 事務所・事業所 外壁・天井 120 ㎡

平成21年3月 山崎製パン様 東京都東村山市 工場・倉庫 屋根 1,330 ㎡

平成21年3月 槌屋様 愛知県知多市 その他 その他 20 ㎡

平成21年3月 加藤塗装様 北海道札幌市西区 事務所・事業所 外壁・内壁 60 ㎡

平成21年3月 フレッシュハウス厚木営業所様 神奈川県厚木市 事務所・事業所 天井・内壁 225 ㎡

平成21年3月 ベルモニー会館様 愛媛県東温市 商業施設 屋根 260 ㎡

平成21年3月 和泉愛児園様 山梨県甲府市 その他 屋根 220 ㎡

平成21年3月 大東様 岐阜県大垣市 事務所・事業所 屋根・内壁 890 ㎡

平成21年3月 北日本巻食品様 新潟県新潟市 その他 その他 60 ㎡

平成21年3月 SCS様 埼玉県草加市 工場・倉庫 屋根 810 ㎡

平成21年3月 アフィーテ葉山様 神奈川県三浦郡葉山町 事務所・事業所 屋根 185 ㎡

平成21年3月 小島設計様 福島県福島市 事務所・事業所 90 ㎡

平成21年3月 よつば乳業様 北海道河東郡音更町 工場・倉庫 屋根 1,700 ㎡

平成21年3月 やね匠様 長崎県南島原市 工場・倉庫 内壁 85 ㎡

平成21年3月 バニングバニー様 茨城県かすみがうら市 その他 その他 210 ㎡

平成21年3月 マル栄商会事務所様 大阪府守口市 事務所・事業所 屋根 10 ㎡

平成21年3月 塩原工務店様 長野県東筑摩郡山形村 事務所・事業所 30 ㎡

平成21年4月 小林眼科様 岩手県盛岡市 病院 内壁 10 ㎡

平成21年4月 ベアレン店舗様 岩手県盛岡市 商業施設 天井 30 ㎡

平成21年4月 セイコー第二ビル様 愛媛県新居浜市 事務所・事業所 屋根 95 ㎡
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平成21年4月 I・Factory工場様 長野県下伊那郡下条村 工場・倉庫 屋根 180 ㎡

平成21年4月 川崎造船様 香川県坂出市 その他 その他 60 ㎡

平成21年4月 鳥井様 熊本県熊本市 事務所・事業所 内壁 90 ㎡

平成21年4月 木曽路府中店様 東京都府中市 商業施設 屋根 231 ㎡

平成21年4月 笑庵ことぶき様 島根県出雲市 その他 内壁 700 ㎡

平成21年4月 阪神電化様 兵庫県神戸市長田区 事務所・事業所 屋根 120 ㎡

平成21年4月 浦辻塗装様 北海道旭川市 事務所・事業所 屋根 30 ㎡

平成21年4月 新藤枝軌道・土木事務所様 静岡県藤枝市 事務所・事業所 外壁 746 ㎡

平成21年4月 小形商工様 新潟県新潟市東区 その他 内壁 20 ㎡

平成21年4月 セインコンストラクションジャパン様 栃木県宇都宮市 事務所・事業所 30 ㎡

平成21年4月 日本SLC様 静岡県浜松市北区 工場・倉庫 180 ㎡

平成21年4月 山下歯科様 愛知県名古屋市 事務所・事業所 外壁 60 ㎡

平成21年4月 全日空訓練センター様 東京都大田区 その他 内壁 48 ㎡

平成21年4月 北海道住電精密様 北海道空地郡奈井江町 工場・倉庫 屋根・外壁・内壁・その他 2,940 ㎡

平成21年4月 岡本設備工業様 茨城県結城郡八千代町 事務所・事業所 その他 165 ㎡

平成21年4月 ユアサトーヨー住器様 徳島県小松島市 事務所・事業所 屋根 70 ㎡

平成21年4月 カネマン様 東京都渋谷区 商業施設 屋根 35 ㎡

平成21年4月 矢野接骨院様 香川県高松市 病院 屋根 52 ㎡

平成21年4月 アーバンウェルネスクラブ　エルグ様 鹿児島県鹿児島市 商業施設 屋根 270 ㎡

平成21年4月 グループホームかのん様 大阪府大阪市生野区 事務所・事業所 屋根・外壁 385 ㎡

平成21年4月 渡會様 宮城県塩釜市 工場・倉庫 内壁 1,820 ㎡

平成21年4月 西井設備様 広島県東広島市 事務所・事業所 外壁 300 ㎡

平成21年4月 ガイナショールーム様 神奈川県相模原市 事務所・事業所 天井 30 ㎡

平成21年4月 メディアロボ様 群馬県高崎市 事務所・事業所 内壁 20 ㎡

平成21年5月 門田様邸 広島県 その他 内壁 15 ㎡

平成21年5月 ブリヂストン化成品西日本様 福岡県久留米市 工場・倉庫 屋根 1,400 ㎡

平成21年5月 全農サイロ東海支店様 愛知県知多市 工場・倉庫 屋根 3,546 ㎡

平成21年5月 日立システムプラザ様 岡山県岡山市 事務所・事業所 屋根 2,712 ㎡

平成21年5月 鳥居技研様 愛知県豊田市 事務所・事業所 屋根 56 ㎡

平成21年5月 オリエンタル酵母ＬＡセンターB棟様 静岡県伊豆市 工場・倉庫 屋根 923 ㎡

平成21年5月 中部電力多治見様 岐阜県多治見市 公共施設 外壁 80 ㎡

平成21年5月 野田鉄工様 広島県三次市 事務所・事業所 屋根 122 ㎡

平成21年5月 K・Kビル様 東京都豊島区 事務所・事業所 内壁 274 ㎡

平成21年5月 マンナンライフ甘楽工場様 群馬県甘楽郡甘楽町 工場・倉庫 その他 50 ㎡

平成21年5月 カーショップM2様 千葉県四街道市 商業施設 屋根 10 ㎡

平成21年5月 カイタック総社ファクトリー工場様 岡山県総社市 工場・倉庫 屋根 6,000 ㎡

平成21年5月 山崎製パン様 東京都東久留米市 工場・倉庫 外壁・内壁 200 ㎡

平成21年5月 イタショク様 京都府相楽郡和束町 工場・倉庫 屋根 180 ㎡

平成21年5月 セントラルウェルネスクラブ能見台様 神奈川県横浜市金沢区 商業施設 屋根 1,300 ㎡

平成21年5月 五十嵐木材様 長野県大町市 事務所・事業所 屋根・内壁 100 ㎡

平成21年5月 麺屋さんた様 北海道札幌市中央区 商業施設 天井 33 ㎡

平成21年5月 福寿庵　蔵様 滋賀県米原市 工場・倉庫 外壁 180 ㎡

平成21年5月 ビーバー美容室様 新潟県長岡市 商業施設 外壁 406 ㎡

平成21年5月 金山化成様 愛知県西尾市 工場・倉庫 その他 270 ㎡

平成21年5月 西迫会計事務所様 神奈川県厚木市 事務所・事業所 外壁 926 ㎡

平成21年5月 亀谷建設事務所様 北海道砂川市 事務所・事業所 内壁 120 ㎡

平成21年5月 得丸医院様 埼玉県川越市 病院 外壁 360 ㎡

平成21年6月 島原ソーイング様 長崎県島原市 工場・倉庫 屋根 668 ㎡

平成21年6月 藤井電機様 大阪府吹田市 事務所・事業所 天井 90 ㎡

平成21年6月 タニモト工務店様 東京都武蔵野市 事務所・事業所 内壁 110 ㎡

平成21年6月 食彩館様 沖縄県那覇市 商業施設 内壁 30 ㎡

平成21年6月 不二電興社様 埼玉県川口市 事務所・事業所 屋根 80 ㎡

平成21年6月 ひな野前橋店様 群馬県北群馬郡吉岡町 商業施設 屋根 420 ㎡

平成21年6月 小木曽きのこ園様 長野県飯田市 工場・倉庫 屋根 750 ㎡

平成21年6月 金山化成犬山工場様 愛知県犬山市 工場・倉庫 その他 120 ㎡

平成21年6月 小石川KTビル5Ｆ様 東京都文京区 事務所・事業所 内壁 150 ㎡

平成21年6月 日本軽金属様 静岡県静岡市清水区 工場・倉庫 その他 40 ㎡

平成21年6月 友鉄工業様 広島県広島市安佐北区 工場・倉庫 屋根 300 ㎡

平成21年6月 カネカ大阪工場様 大阪府摂津市 工場・倉庫 外壁 30 ㎡

平成21年6月 北山貯水池管理事務所様 兵庫県西宮市 公共施設 外壁 150 ㎡

平成21年6月 沖縄石油基地様 沖縄県うるま市 工場・倉庫 内壁 30 ㎡

平成21年6月 日本ケミコン様 福島県喜多方市 その他 その他 64 ㎡

平成21年6月 金山化成シズオカ工場様 静岡県周智郡森町 工場・倉庫 その他 270 ㎡
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平成21年6月 ツタヤ原店様 愛知県名古屋市天白区 商業施設 屋根 600 ㎡

平成21年6月 イワサテック千葉工場様 千葉県船橋市 工場・倉庫 屋根 2,100 ㎡

平成21年6月 北雄様 福島県いわき市 工場・倉庫 屋根 13 ㎡

平成21年6月 西成歯科様 愛知県一宮市 病院 外壁 150 ㎡

平成21年6月 アスクホーム様 兵庫県姫路市 事務所・事業所 内壁 60 ㎡

平成21年6月 コスモ石油四日市製油所様 三重県四日市市 工場・倉庫 その他 115 ㎡

平成21年6月 ヘブンホール様 千葉県市原市 公共施設 屋根 630 ㎡

平成21年6月 吉次工業様 長崎県諫早市 事務所・事業所 屋根 160 ㎡

平成21年6月 三菱レイヨン豊橋事業所様 愛知県豊橋市 工場・倉庫 外壁・その他 450 ㎡

平成21年6月 千代田温泉様 広島県山県郡北広島町 商業施設 屋根 470 ㎡

平成21年6月 アピタ稲沢店様 愛知県稲沢市 商業施設 内壁 100 ㎡

平成21年6月 友新精機様 愛知県豊田市 工場・倉庫 屋根 583 ㎡

平成21年6月 古里屋様 栃木県栃木市 商業施設 屋根 596 ㎡

平成21年6月 葉山工事事務所様 神奈川県三浦郡葉山町 事務所・事業所 屋根 50 ㎡

平成21年6月 ますだ歯科様 愛知県豊田市 病院 屋根 200 ㎡

平成21年6月 岐阜米穀様 岐阜県岐阜市 工場・倉庫 屋根 450 ㎡

平成21年6月 日東紡績様 福島県福島市 工場・倉庫 天井・その他 90 ㎡

平成21年6月 宮本商店様 茨城県つくば市 商業施設 屋根 153 ㎡

平成21年6月 山崎製パン埼玉第一工場様 埼玉県所沢市 工場・倉庫 屋根 210 ㎡

平成21年6月 アシックス関東配送センター様 茨城県つくばみらい市 工場・倉庫 外壁 60 ㎡

平成21年6月 八戸油槽様 青森県三戸郡五戸町 事務所・事業所 外壁 140 ㎡

平成21年6月 リアルBボイス様 東京都渋谷区 商業施設 内壁 120 ㎡

平成21年6月 石野畳店様 山口県山口市 事務所・事業所 屋根 36 ㎡

平成21年7月 テレフォース様 香川県観音寺市 事務所・事業所 屋根 123 ㎡

平成21年7月 イクス事務所様 神奈川県横浜市港北区 事務所・事業所 外壁 500 ㎡

平成21年7月 マグフーズ六名様 愛知県岡崎市 商業施設 屋根 1,500 ㎡

平成21年7月 丸友共栄建匠様 北海道札幌市北区 事務所・事業所 内壁 120 ㎡

平成21年7月 スパーボウルジーエックス様 沖縄県沖縄市 商業施設 屋根 1,500 ㎡

平成21年7月 AGAPEART様 兵庫県たつの市 事務所・事業所 内壁 15 ㎡

平成21年7月 ダイキョーニシカワ鶴浜工場保全課様 山口県防府市 工場・倉庫 内壁 30 ㎡

平成21年7月 相澤鐵工所様 岩手県奥州市 その他 その他 30 ㎡

平成21年7月 第一塗装工業様 千葉県茂原市 工場・倉庫 屋根 150 ㎡

平成21年7月 海の邦都屋様 沖縄県読谷村 商業施設 屋根 130 ㎡

平成21年7月 湖南簡易水道施設様 北海道雨竜郡幌加内町 公共施設 内壁 24 ㎡

平成21年7月 名村造船所様 佐賀県伊万里市 その他 その他 30 ㎡

平成21年7月 サクラ建設工業様 千葉県成田市 事務所・事業所 屋根 90 ㎡

平成21年7月 東海明治様 愛知県安城市 その他 その他 30 ㎡

平成21年7月 イトウ工業様 栃木県芳賀郡茂木町 工場・倉庫 屋根・その他 2,400 ㎡

平成21年7月 フジトランスコーポレーション様 静岡県駿東郡小山町 その他 内壁 15 ㎡

平成21年7月 明石焼お好み焼き楽様 兵庫県明石市 商業施設 屋根 100 ㎡

平成21年7月 東邦テナックス様 徳島県徳島市 その他 その他 30 ㎡

平成21年7月 野沢歯科医院様 新潟県新潟市東区 病院 屋根 130 ㎡

平成21年7月 米本様邸 広島県広島市東区 事務所・事業所 屋根 150 ㎡

平成21年7月 熊本大学様 熊本県熊本市 公共施設 屋根 300 ㎡

平成21年7月 カルビ家様 神奈川県横須賀市 商業施設 屋根 910 ㎡

平成21年7月 ウェル様 千葉県市川市 事務所・事業所 屋根 50 ㎡

平成21年7月 小野薬品工業様 静岡県富士宮市 工場・倉庫 外壁 95 ㎡

平成21年7月 ミニストップ細川店様 愛知県岡崎市 商業施設 屋根 160 ㎡

平成21年7月 三井化学様 千葉県市原市 工場・倉庫 屋根 60 ㎡

平成21年7月 KUBOクリニック様 岩手県花巻市 病院 天井 120 ㎡

平成21年7月 高畑建設様 岐阜県岐阜市 その他 その他 10 ㎡

平成21年7月 アイ・エム・ティ様 神奈川県川崎市中原区 その他 その他 30 ㎡

平成21年7月 さつま断熱工業様 鹿児島県鹿児島市 工場・倉庫 その他 40 ㎡

平成21年7月 アンビス札幌様 北海道札幌市豊平区 事務所・事業所 内壁 232 ㎡

平成21年7月 山下食鳥様 香川県小豆郡土庄町 商業施設 屋根 35 ㎡

平成21年7月 FM成田二丁目店様 東京都杉並区 商業施設 屋根 351 ㎡

平成21年7月 すずき歯科様 福島県西白河郡矢吹町 病院 外壁 576 ㎡

平成21年7月 スポーツクラブ牛久様 茨城県牛久市 商業施設 内壁 300 ㎡

平成21年7月 梅原建設様 静岡県伊東市 事務所・事業所 内壁 540 ㎡

平成21年7月 メモリーテック様 茨城県筑西市 工場・倉庫 天井 25 ㎡

平成21年7月 小黒ビル様 東京都千代田区 事務所・事業所 内壁・その他 130 ㎡

平成21年7月 ダイニッカ様 東京都江東区 その他 屋根 80 ㎡

平成21年7月 小林克敏建築設計事務所様 香川県高松市 事務所・事業所 屋根 115 ㎡



ガイナ施工実績（平成21年1月～平成23年10月）

初回受注時期 現場名 住所 現場種別 塗装箇所 面積

平成21年7月 神園建設様 鹿児島県鹿児島市 事務所・事業所 外壁 60 ㎡

平成21年7月 佐藤塗料様 広島県福山市 事務所・事業所 屋根 90 ㎡

平成21年7月 金藤ビル様 広島県広島市中区 事務所・事業所 屋根 230 ㎡

平成21年7月 日本プリジションバルブ様 埼玉県川口市 工場・倉庫 屋根 30 ㎡

平成21年7月 王子製紙江別工場様 北海道江別市 工場・倉庫 内壁 10 ㎡

平成21年7月 プリオテクノ様 広島県広島市西区 事務所・事業所 屋根 140 ㎡

平成21年7月 清掃技術訓練センター様 東京都江東区 事務所・事業所 屋根 200 ㎡

平成21年7月 日本ポリテック様 東京都八王子市 工場・倉庫 屋根 520 ㎡

平成21年7月 マルコメ第一工場様 長野県長野市 工場・倉庫 屋根・その他 483 ㎡

平成21年8月 和田幼稚園様 大分県中津市 公共施設 屋根 330 ㎡

平成21年8月 東海商事ブロック工業様 岐阜県揖裴郡大野町 工場・倉庫 内壁 90 ㎡

平成21年8月 リアル・コンサル様 広島県広島市中区 事務所・事業所 内壁 110 ㎡

平成21年8月 わたなべ歯科様 長崎県長崎市 病院 屋根 62 ㎡

平成21年8月 ブリヂストン東京工場様 東京都小平市 工場・倉庫 屋根 420 ㎡

平成21年8月 haws建築設計事務所様 福井県福井市 事務所・事業所 天井 28 ㎡

平成21年8月 東和デザインモデル様 神奈川県大和市 事務所・事業所 外壁 20 ㎡

平成21年8月 ブラス・デコレー様 広島県広島市安佐南区 事務所・事業所 外壁 80 ㎡

平成21年8月 石本酒造様 新潟県新潟市江南区 工場・倉庫 外壁・天井 220 ㎡

平成21年8月 住秀工業様 福岡県北九州市若松区 工場・倉庫 屋根 105 ㎡

平成21年8月 アコージャパン様 千葉県市川市 事務所・事業所 外壁 350 ㎡

平成21年8月 名工建設本社様 静岡県静岡市駿河区 事務所・事業所 屋根 52 ㎡

平成21年8月 タケダ塗装様 長野県飯田市 工場・倉庫 屋根 60 ㎡

平成21年8月 キンポーメルテック様 長野県飯田市 その他 内壁 21 ㎡

平成21年8月 小林行政書士事務所様 長野県東御市 事務所・事業所 屋根 80 ㎡

平成21年8月 三栄鶏卵様 愛知県岡崎市 工場・倉庫 屋根 300 ㎡

平成21年8月 東洋ビルテック様 兵庫県神戸市兵庫区 その他 その他 20 ㎡

平成21年8月 アコージャパン様 東京都中央区 事務所・事業所 外壁 350 ㎡

平成21年8月 東京電力富津火力事業所様 千葉県富津市 公共施設 その他 30 ㎡

平成21年8月 森本電機ビル様 埼玉県上尾市 事務所・事業所 屋根 150 ㎡

平成21年8月 共同建設様 東京都町田市 工場・倉庫 屋根 287 ㎡

平成21年8月 谷本塗装事務所様 徳島県徳島市 その他 外壁 30 ㎡

平成21年8月 奥羽温泉浪岡駅地域交流センター様 青森県青森市 公共施設 その他 60 ㎡

平成21年9月 住友電工ウィンテック様 新潟県新潟市 工場・倉庫 内壁・その他 70 ㎡

平成21年9月 名工建設新社屋様 愛知県清須市 事務所・事業所 30 ㎡

平成21年9月 近代塗装様 長野県飯田市 事務所・事業所 屋根 140 ㎡

平成21年9月 城西共同調理場様 熊本県熊本市 公共施設 屋根 784 ㎡

平成21年9月 ミユキ建設様 栃木県宇都宮市 事務所・事業所 内壁 105 ㎡

平成21年9月 仁伏おびらめ様 北海道川上郡弟子屈町 その他 その他 120 ㎡

平成21年9月 前川整形外科様 福岡県北九州市八幡西区 病院 屋根・外壁 805 ㎡

平成21年9月 イリア喫煙室様 東京都港区 事務所・事業所 内壁 37 ㎡

平成21年9月 快適環境様 東京都千代田区 事務所・事業所 内壁 75 ㎡

平成21年9月 ユイファクトリー様 愛媛県伊予郡砥部町 事務所・事業所 屋根 120 ㎡

平成21年9月 山下自動車工業様 広島県北広島市 工場・倉庫 屋根 250 ㎡

平成21年9月 ワークススギヤマ様 京都府京都市西京区 事務所・事業所 外壁 240 ㎡

平成21年9月 トラスト延岡営業所様 宮崎県延岡市 事務所・事業所 外壁 39 ㎡

平成21年9月 ゆらの事務局様 愛媛県上浮穴郡久万高原町 事務所・事業所 天井 30 ㎡

平成21年9月 真駒内柏丘11丁目施設様 北海道札幌市南区 公共施設 内壁 90 ㎡

平成21年9月 吉田企画様 福井県坂井市 工場・倉庫 屋根 21 ㎡

平成21年9月 フレッシュハウス平塚営業所様 神奈川県平塚市 商業施設 外壁・天井・内壁 180 ㎡

平成21年9月 川村医院様 栃木県日光市 病院 屋根 170 ㎡

平成21年9月 緑の社クリニック様 栃木県那須塩原市 病院 外壁 70 ㎡

平成21年9月 八千代ケアセンター様 千葉県八千代市 病院 内壁 48 ㎡

平成21年9月 中戸川塗料店様 神奈川県南足柄市 事務所・事業所 外壁 30 ㎡

平成21年9月 佐藤ハイツ様 北海道旭川市 工場・倉庫 その他 35 ㎡

平成21年9月 金山化成つくば工場様 茨城県築西市 その他 その他 420 ㎡

平成21年9月 ほけん未来22様 長野県須坂市 事務所・事業所 外壁 65 ㎡

平成21年9月 中国木材郷原工場様 広島県呉市 工場・倉庫 その他 20 ㎡

平成21年9月 フロムワン様 愛媛県松山市 事務所・事業所 屋根 95 ㎡

平成21年9月 ブラジルコーヒー様 群馬県宇都宮市 商業施設 内壁 96 ㎡

平成21年9月 日進沖縄様 沖縄県島尻郡与那原町 事務所・事業所 内壁 690 ㎡

平成21年9月 ジャパンドームハウス様 石川県加賀市 その他 外壁 400 ㎡

平成21年9月 大樹工業様 東京都練馬区 事務所・事業所 内壁 30 ㎡

平成21年9月 アート誠様 東京都板橋区 事務所・事業所 外壁 250 ㎡



ガイナ施工実績（平成21年1月～平成23年10月）

初回受注時期 現場名 住所 現場種別 塗装箇所 面積

平成21年9月 アップルホーム事務所様 佐賀県佐賀市 事務所・事業所 内壁 30 ㎡

平成21年10月 高田塗装様 埼玉県羽生市 事務所・事業所 屋根・外壁 190 ㎡

平成21年10月 REAL ONE羽曳野店様 大阪府羽曳野市 事務所・事業所 内壁 20 ㎡

平成21年10月 ストロングビル様 神奈川県横浜市中区 事務所・事業所 床 60 ㎡

平成21年10月 三國塗料商会様 富山県高岡市 事務所・事業所 屋根 30 ㎡

平成21年10月 日本ケミコン様 新潟県北蒲原郡聖籠町 工場・倉庫 その他 90 ㎡

平成21年10月 丸山製作所社長室様 東京都足立区 事務所・事業所 内壁 35 ㎡

平成21年10月 和田野ペンション様 長野県北安曇郡白馬村 事務所・事業所 内壁 73 ㎡

平成21年10月 近鉄河内花園駅様 大阪府東大阪市 公共施設 その他 102 ㎡

平成21年10月 トミナガ技研様 熊本県熊本市 事務所・事業所 床 30 ㎡

平成21年10月 ハウススクエア横浜ショールーム様 神奈川県横浜市都筑区 商業施設 内壁 60 ㎡

平成21年10月 住友重機械工業様 岡山県倉敷市 工場・倉庫 屋根 35 ㎡

平成21年10月 日本ケミコン様 茨城県高荻市 その他 その他 18 ㎡

平成21年10月 東海旅客鉄道様 静岡県静岡市葵区 工場・倉庫 屋根 5,430 ㎡

平成21年10月 奥羽本線浪岡駅様 青森県青森市 公共施設 内壁 140 ㎡

平成21年10月 三敬興業様 栃木県宇都宮市 事務所・事業所 外壁 30 ㎡

平成21年10月 佐藤政行種苗 日詰店様 岩手県紫波郡紫波町 商業施設 天井 280 ㎡

平成21年10月 大和塗装様 山口県柳井市 事務所・事業所 屋根 100 ㎡

平成21年10月 辻村塗装工業様 大阪府茨木市 事務所・事業所 その他 200 ㎡

平成21年11月 長野牛乳様 長野県長野市 工場・倉庫 屋根 758 ㎡

平成21年11月 トヨタ自動車様 愛知県豊田市 工場・倉庫 その他 30 ㎡

平成21年11月 アグリカルチャルネッサンス様 石川県加賀市 その他 その他 60 ㎡

平成21年11月 山形信用金庫七日町支店様 山形県山形市 事務所・事業所 内壁 400 ㎡

平成21年11月 東京外国語大学様 東京都府中市 公共施設 外壁 650 ㎡

平成21年11月 渋谷セントラルビル様 東京都渋谷区 事務所・事業所 内壁 120 ㎡

平成21年11月 昭和アルミ様 埼玉県北葛飾郡杉戸町 その他 30 ㎡

平成21年11月 佐藤政行種苗様 岩手県紫波郡矢巾町 事務所・事業所 天井 220 ㎡

平成21年11月 CAFFEE-PAST ALBORE様 香川県高松市 商業施設 屋根 150 ㎡

平成21年11月 ファミリーシェフ様 神奈川県相模原市 商業施設 屋根 279 ㎡

平成21年11月 四国フェリー様 香川県小豆郡小豆島町 船舶 天井 1,180 ㎡

平成21年11月 プランデン事務所様 広島県広島市西区 事務所・事業所 内壁 60 ㎡

平成21年11月 村上運輸倉庫様 愛知県名古屋市港区 工場・倉庫 その他 50 ㎡

平成21年11月 屋比久敏子様邸 沖縄県島尻郡南風原町 商業施設 屋根 295 ㎡

平成21年11月 木更津薬丸病院様 千葉県木更津市 病院 外壁 379 ㎡

平成21年11月 東京計器様 栃木県那須郡那須町 その他 30 ㎡

平成21年11月 天陽堂ビル様 東京都品川区 事務所・事業所 屋根 90 ㎡

平成21年11月 サンコー商事様 東京都板橋区 事務所・事業所 外壁・内壁 50 ㎡

平成21年11月 パイロットビル様 愛知県名古屋市港区 事務所・事業所 床 165 ㎡

平成21年11月 スリーエフ精肉加工場様 長野県松本市 工場・倉庫 内壁 150 ㎡

平成21年12月 サンラビット様 北海道釧路郡釧路町 商業施設 外壁 520 ㎡

平成21年12月 ポンチセぴりか様 大阪府大阪市東住吉区 工場・倉庫 屋根 240 ㎡

平成21年12月 長建工業事務所様 長崎県西彼杵郡時津町 事務所・事業所 内壁 240 ㎡

平成21年12月 ホテル・アルファーワン岩国様 山口県岩国市 宿泊施設 内壁 30 ㎡

平成21年12月 北海道電力名寄変電所本館様 北海道名寄市 公共施設 内壁 302 ㎡

平成21年12月 HDM本社ビル様 埼玉県草加市 事務所・事業所 内壁 330 ㎡

平成21年12月 兼久山梨工場様 山梨県南都留郡富士河口湖町 その他 その他 30 ㎡

平成21年12月 松岡知的所有権事務所様 東京都八王子市 事務所・事業所 内壁 90 ㎡

平成21年12月 宗教法人平等大慧會様 広島県廿日市市 商業施設 内壁 300 ㎡

平成21年12月 村上建設様 大阪府茨木市 事務所・事業所 30 ㎡

平成21年12月 美登利屋工務店モデルハウス様 長野県長野市 事務所・事業所 その他 105 ㎡

平成21年12月 若江岩田駅様 大阪府東大阪市 その他 外壁 50 ㎡

平成21年12月 川口ガラス店様 愛知県名古屋市熱田区 事務所・事業所 外壁 298 ㎡

平成21年12月 大黒屋商店様 栃木県宇都宮市 商業施設 外壁 360 ㎡

平成21年12月 カヲル興業様 千葉県千葉市中央区 事務所・事業所 内壁 25 ㎡

平成21年12月 ブックマーケット様 愛知県豊橋市 工場・倉庫 屋根 35 ㎡

平成21年12月 美容室Bｉ様 山形県新庄市 商業施設 内壁 60 ㎡

平成21年12月 中島幼稚園様 新潟県長岡市 公共施設 326 ㎡

平成21年12月 ルチア様 愛知県名古屋市中村 事務所・事業所 内壁 18 ㎡

平成21年12月 キリンビバレッジ湘南工場様 神奈川県寒川市 工場・倉庫 その他 20 ㎡

平成21年12月 滝川事務所様 愛知県新城市 事務所・事業所 屋根・内壁 280 ㎡

平成21年12月 中村林業様 青森県三戸郡田子町 事務所・事業所 内壁 70 ㎡

平成21年12月 桜台江仁会病院様 北海道札幌市厚別区 病院 内壁 125 ㎡

平成21年12月 エコロジーハウス様 山梨県甲斐市 事務所・事業所 内壁 420 ㎡



ガイナ施工実績（平成21年1月～平成23年10月）

初回受注時期 現場名 住所 現場種別 塗装箇所 面積

平成21年12月 岩田工業所様 愛知県名古屋市中川区 工場・倉庫 屋根 104 ㎡

平成21年12月 日油技研工業川越工場様 埼玉県川越市 工場・倉庫 屋根 3,725 ㎡

平成22年1月 遠州鉄道様 静岡県浜松市 その他 その他 60 ㎡

平成22年1月 三洋化成工業様 京都府京都市東山区 工場・倉庫 屋根 120 ㎡

平成22年1月 掛川軌道・土木事務所様 静岡県掛川市 事務所・事業所 屋根 910 ㎡

平成22年1月 村松クリニック様 愛知県名古屋市中村 病院 屋根 50 ㎡

平成22年1月 メガロス三鷹様 東京都三鷹市 商業施設 屋根 720 ㎡

平成22年1月 佐藤工業中落合作業所様 東京都新宿区 その他 その他 30 ㎡

平成22年1月 ベルモニー会館志度様 香川県さぬき市 商業施設 屋根 1,120 ㎡

平成22年1月 木村歯科医院様 埼玉県羽生市 病院 屋根 170 ㎡

平成22年1月 スタッフ・リイ様 福岡県北九州市門司区 事務所・事業所 内壁 18 ㎡

平成22年1月 生長の家総本山様 長崎県西海市 その他 外壁 20 ㎡

平成22年1月 観栖寺様 東京都八王子市 寺社・仏閣 外壁 170 ㎡

平成22年2月 富山高槻電器工業様 富山県魚津市 工場・倉庫 30 ㎡

平成22年2月 みせんの里様 島根県出雲市 公共施設 1,380 ㎡

平成22年2月 ケーアイオギワラ様 長野県中野市 工場・倉庫 屋根 20 ㎡

平成22年2月 関東コスモガス昭島支店様 東京都昭島市 事務所・事業所 屋根 209 ㎡

平成22年2月 OHK（岡山放送）様 岡山県北区 事務所・事業所 屋根 500 ㎡

平成22年2月 狩野デンタルクリニック様 群馬県前橋市 病院 外壁 25 ㎡

平成22年2月 リーブレック様 東京都渋谷区 事務所・事業所 外壁・天井 97 ㎡

平成22年2月 モスバーガーR155刈谷店様 愛知県刈谷市 商業施設 外壁 288 ㎡

平成22年2月 本所自動車工業様 栃木県足利市 その他 その他 60 ㎡

平成22年2月 コウベベビー様 愛知県蒲郡市 工場・倉庫 屋根 900 ㎡

平成22年2月 豊中岸辺線様 大阪府吹田市 公共施設 外壁・その他 543 ㎡

平成22年2月 菊池養護高等学校様 熊本県合志市 公共施設 外壁・内壁 368 ㎡

平成22年2月 マルトク塗建様 神奈川県川崎市幸区 事務所・事業所 外壁 70 ㎡

平成22年2月 キャラクター・コンテンツ・プロダクション様 東京都足立区 その他 30 ㎡

平成22年2月 川崎造船神戸工場様 兵庫県神戸市中央区 その他 30 ㎡

平成22年2月 大日園様 福井県勝山市 工場・倉庫 天井 1,169 ㎡

平成22年3月 ゲオ足利店様 栃木県足利市 商業施設 その他 15 ㎡

平成22年3月 コムテック創建様 沖縄県那覇市 工場・倉庫 その他 15 ㎡

平成22年3月 新生テクノス名古屋支店ビル様 愛知県名古屋市西区 事務所・事業所 屋根 137 ㎡

平成22年3月 みやこ様 大分県玖珠郡九重町 事務所・事業所 内壁 50 ㎡

平成22年3月 セイノ動物病院様 埼玉県さいたま市緑区 病院 外壁 467 ㎡

平成22年3月 ミユキビル様 栃木県宇都宮市 事務所・事業所 内壁 70 ㎡

平成22年3月 藤島高等学校　1号館普通教室様 福井県福井市 公共施設 内壁 188 ㎡

平成22年3月 丹生小学校様 福井県三方郡美浜町 公共施設 外壁 346 ㎡

平成22年3月 日化精工ストックセンター様 群馬県宇都宮市 工場・倉庫 その他 26 ㎡

平成22年3月 板倉建築研究所様 東京都港区 事務所・事業所 内壁 150 ㎡

平成22年3月 エスポ春日井工場様 愛知県春日井市 工場・倉庫 その他 64 ㎡

平成22年3月 鈴縫工業三の丸ビル様 茨城県水戸市 事務所・事業所 内壁 50 ㎡

平成22年3月 ピーオーテクノサービス様 静岡県静岡市駿河区 事務所・事業所 60 ㎡

平成22年3月 社原工務店様 山口県防府市 事務所・事業所 屋根 54 ㎡

平成22年3月 岡村建興様 神奈川県横浜市旭区 工場・倉庫 その他 60 ㎡

平成22年3月 MKOハウス様 広島県広島市西区 事務所・事業所 外壁 180 ㎡

平成22年3月 ペンテック様 岐阜県羽鳥市 事務所・事業所 天井 65 ㎡

平成22年3月 関西新幹線サービック鳥飼詰所様 大阪府摂津市 事務所・事業所 屋根 160 ㎡

平成22年3月 ヒラク倉庫Ｃ様 愛知県岡崎市 工場・倉庫 屋根 600 ㎡

平成22年3月 とんとん精肉店様 静岡県焼津市 商業施設 屋根 100 ㎡

平成22年3月 西早稲田中学校様 東京都新宿区 公共施設 内壁 400 ㎡

平成22年3月 お菓子屋レニエ様 愛知県名古屋市西区 商業施設 屋根 150 ㎡

平成22年3月 若林きのこ園様 長野県長野市 工場・倉庫 屋根 11,257 ㎡

平成22年4月 オキツウ様 沖縄県島尻郡南風原町 事務所・事業所 屋根 150 ㎡

平成22年4月 NBF豊洲ガーデンフロント様 東京都江東区 事務所・事業所 内壁 100 ㎡

平成22年4月 大蔵建工事務所様 茨城県水戸市 事務所・事業所 外壁 250 ㎡

平成22年4月 アルポーズ滋賀工場様 滋賀県湖南市 工場・倉庫 屋根 468 ㎡

平成22年4月 ラボ・カロッツェリア様 東京都足立区 事務所・事業所 その他 420 ㎡

平成22年4月 塩田病院様 千葉県勝浦市 病院 外壁 1,560 ㎡

平成22年4月 リトルミー店舗様 岩手県盛岡市 商業施設 天井 35 ㎡

平成22年4月 フォーライフ菜園店様 岩手県盛岡市 商業施設 天井 86 ㎡

平成22年4月 ハウスドクター池永様邸 山口県山口市 事務所・事業所 外壁 210 ㎡

平成22年4月 おおどおり鎌田内科クリニック様 岩手県盛岡市 病院 内壁 60 ㎡

平成22年4月 岩田地崎建設様 大阪府大阪市北区 事務所・事業所 屋根 90 ㎡



ガイナ施工実績（平成21年1月～平成23年10月）

初回受注時期 現場名 住所 現場種別 塗装箇所 面積

平成22年4月 グラクソ・スミス・クライン様 栃木県日光市 工場・倉庫 屋根 2,320 ㎡

平成22年4月 ヘアースタジオフェイス様 茨城県守谷市 商業施設 外壁 252 ㎡

平成22年4月 CTC様 東京都千代田区 事務所・事業所 天井 30 ㎡

平成22年4月 大日本販売高崎営業所工場様 群馬県高崎市 工場・倉庫 屋根 25 ㎡

平成22年4月 フレッシュハウス横浜南スタジオ様 神奈川県横浜市磯子区 商業施設 内壁 60 ㎡

平成22年4月 田柄水道利用組合様 東京都練馬区 公共施設 その他 90 ㎡

平成22年4月 小田原SR様 神奈川県南足柄市 商業施設 内壁 30 ㎡

平成22年4月 ガレージオノ様 茨城県板東市 その他 内壁 21 ㎡

平成22年4月 フジック様 鳥取県岩美郡岩美町 工場・倉庫 屋根 670 ㎡

平成22年4月 サンシャイン　サゼント様 山口県大島郡周防大島町 事務所・事業所 外壁 4,000 ㎡

平成22年5月 星の子愛児園様 神奈川県川崎市多摩区 公共施設 屋根 300 ㎡

平成22年5月 ダイシン事務所様 山口県下関市 事務所・事業所 屋根 200 ㎡

平成22年5月 JAおきなわ八重山地区農業用資材倉庫様 沖縄県石垣市 工場・倉庫 屋根 1,791 ㎡

平成22年5月 大黒運輸倉庫様 北海道苫前郡羽幌町 工場・倉庫 外壁 30 ㎡

平成22年5月 前島ビル様 埼玉県入間市 事務所・事業所 内壁 34 ㎡

平成22年5月 つのだ歯科医院様 埼玉県羽生市 病院 外壁 182 ㎡

平成22年5月 近鉄桔梗が丘駅様 三重県松阪市 公共施設 その他 90 ㎡

平成22年5月 和泉屋工務店様 長野県安曇野市 事務所・事業所 屋根 70 ㎡

平成22年5月 丸喜運輸様 山口県下関市 事務所・事業所 屋根 416 ㎡

平成22年5月 ふぐ懐石　菊川様 東京都中央区 商業施設 屋根 70 ㎡

平成22年5月 シンセントエコテック様 長崎県雲仙市 事務所・事業所 屋根 97 ㎡

平成22年5月 鹿沼高校様 栃木県鹿沼市 公共施設 外壁 80 ㎡

平成22年5月 鬼怒川パークホテル様 栃木県日光市 事務所・事業所 床 420 ㎡

平成22年5月 アトレック様 滋賀県大津市 事務所・事業所 内壁 25 ㎡

平成22年5月 樗機工商事様 熊本県熊本市 工場・倉庫 内壁 65 ㎡

平成22年5月 Beハウス・アクト様 茨城県牛久市 事務所・事業所 その他 30 ㎡

平成22年5月 イズムヘアワーク様 神奈川県伊勢原市 商業施設 外壁 595 ㎡

平成22年5月 きく寿司様 愛知県西尾市 商業施設 外壁 455 ㎡

平成22年5月 菁文社様 神奈川県横浜市港南区 事務所・事業所 屋根 180 ㎡

平成22年5月 中部資材本社様 愛知県名古屋市港区 事務所・事業所 内壁 25 ㎡

平成22年5月 日清丸紅飼料北海道様 北海道小樽市 工場・倉庫 外壁・その他 800 ㎡

平成22年5月 仙台市農協中田支店様 宮城県仙台市太白区 事務所・事業所 その他 15 ㎡

平成22年5月 山本理容店様 広島県三次市 商業施設 屋根 66 ㎡

平成22年5月 まるたかや様 富山県富山市 商業施設 外壁 345 ㎡

平成22年6月 瞬報社オフリン印刷様 山口県山口市 事務所・事業所 外壁 360 ㎡

平成22年6月 ワイ・イーテック水巻工場様 福岡県遠賀郡水巻町 工場・倉庫 屋根・その他 1,508 ㎡

平成22年6月 エステサロン・ベルラ様 千葉県富津市 商業施設 内壁 60 ㎡

平成22年6月 カワサキプレシジョンマシナリ様 兵庫県神戸市西区 工場・倉庫 屋根 144 ㎡

平成22年6月 フレッシュハウスショールーム様 神奈川県横浜市旭区 商業施設 内壁 50 ㎡

平成22年6月 平山塗装店様 埼玉県さいたま市桜区 事務所・事業所 屋根 30 ㎡

平成22年6月 ゲンキー四ッ居店様 福井県福井市 商業施設 屋根 1,000 ㎡

平成22年6月 いえ工房様 神奈川県横浜市神奈川区 病院 屋根 60 ㎡

平成22年6月 プランドゥプラス様 神奈川県横浜市都筑区 事務所・事業所 内壁 30 ㎡

平成22年6月 B'sタワー橋本様 神奈川県相模原市緑区 事務所・事業所 内壁 120 ㎡

平成22年6月 三倉食品様 沖縄県中頭郡西原町 工場・倉庫 屋根 1,156 ㎡

平成22年6月 八広社様 愛知県名古屋市中川区 事務所・事業所 内壁 40 ㎡

平成22年6月 吉澤米穀様 群馬県前橋市 その他 その他 20 ㎡

平成22年6月 丸岩商店事務所様 兵庫県三田市 事務所・事業所 屋根 54 ㎡

平成22年6月 アメリカンスクールインジャパン様 東京都調布市 公共施設 屋根 480 ㎡

平成22年7月 かまた事務所様 埼玉県久喜市 事務所・事業所 外壁 35 ㎡

平成22年7月 勝浦警察署大多喜幹部交番用務員室様 千葉県夷隅郡大多喜町 公共施設 内壁 25 ㎡

平成22年7月 湯田坂塗装様 愛知県東海市 事務所・事業所 屋根 28 ㎡

平成22年7月 ジョイカンパニー様 神奈川県横浜市泉区 公共施設 屋根・外壁 322 ㎡

平成22年7月 山崎リゾートクリニック様 福岡県北九州市小倉北区 病院 内壁 15 ㎡

平成22年7月 九州住電精密様 佐賀県杵島郡大町 その他 その他 48 ㎡

平成22年7月 NC事務所様 鳥取県鳥取市 事務所・事業所 屋根 25 ㎡

平成22年7月 川口金属加工様 兵庫県加西市 工場・倉庫 屋根・外壁 1,394 ㎡

平成22年7月 マスヤマ様 富山県富山市 事務所・事業所 屋根 300 ㎡

平成22年7月 周南バルブ工業様 岡山県倉敷市 工場・倉庫 屋根 450 ㎡

平成22年7月 高村ビル様 東京都武蔵野市 事務所・事業所 天井・内壁 115 ㎡

平成22年7月 JR西日本ビルト様 大阪府大阪市此花区 事務所・事業所 内壁 84 ㎡

平成22年7月 原鐵工様 岐阜県郡上市 事務所・事業所 屋根 70 ㎡

平成22年7月 川口学園ゆきよし幼稚園様 静岡県富士市 公共施設 屋根 90 ㎡
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平成22年7月 ハッピーポイント様 鹿児島県鹿児島市 商業施設 屋根・内壁 28 ㎡

平成22年7月 エム・シー・エル様 広島県広島市安佐南区 事務所・事業所 30 ㎡

平成22年7月 みつわ産業様 沖縄県うるま市 工場・倉庫 外壁 986 ㎡

平成22年7月 小松ビル様 長野県長野市 事務所・事業所 屋根 158 ㎡

平成22年7月 よろづ鋏製作所様 神奈川県横浜市緑区 工場・倉庫 屋根 270 ㎡

平成22年7月 敬信会館様 長野県下伊那郡松川町 事務所・事業所 屋根・その他 90 ㎡

平成22年7月 コモンイースト様 神奈川県相模原市中央区 その他 その他 55 ㎡

平成22年7月 Global Design様 千葉県香取郡名古町 工場・倉庫 屋根 34 ㎡

平成22年7月 鈴木塗装車庫様 千葉県八千代市 工場・倉庫 屋根 45 ㎡

平成22年7月 えびす薬局様 愛知県一宮市 商業施設 屋根 126 ㎡

平成22年7月 南陽塗装工業様 山口県周南市 工場・倉庫 屋根 90 ㎡

平成22年7月 RK事務所様 富山県富山市 事務所・事業所 屋根 330 ㎡

平成22年7月 藤島高校様 福井県福井市 公共施設 内壁 188 ㎡

平成22年7月 青山機工・津軽ダム作業所様 青森県中津軽郡西目屋村 事務所・事業所 屋根 30 ㎡

平成22年7月 キャピタル川口工場様 埼玉県川口市 工場・倉庫 屋根・外壁 1,600 ㎡

平成22年7月 東電ビル様 東京都千代田区 事務所・事業所 外壁 30 ㎡

平成22年7月 朋愛幼稚園様 東京都小金井市 公共施設 屋根・外壁 135 ㎡

平成22年8月 リハウジング名古屋様 愛知県名古屋市緑区 事務所・事業所 120 ㎡

平成22年8月 創拓工業様 福岡県嘉麻市 その他 その他 60 ㎡

平成22年8月 山崎ハウジング様 新潟県上越市 工場・倉庫 屋根・天井・内壁 64 ㎡

平成22年8月 清長電機様 神奈川県茅ヶ崎市 商業施設 30 ㎡

平成22年8月 みすずコーポレーション様 長野県長野市 工場・倉庫 その他 100 ㎡

平成22年8月 エヌ・エス・メタル様 北海道札幌市西区 工場・倉庫 屋根 200 ㎡

平成22年8月 ベガス多治見様 愛知県春日井市 商業施設 その他 15 ㎡

平成22年8月 新富士化学様 山口県山口市 工場・倉庫 屋根・外壁 460 ㎡

平成22年8月 サントリー酒類京都ビール工場様 京都府長岡市 工場・倉庫 屋根 16 ㎡

平成22年8月 塗装工房様 茨城県東茨城郡茨城町 工場・倉庫 屋根 120 ㎡

平成22年8月 広島リサイクルセンター様 広島県三原市 工場・倉庫 屋根 1,500 ㎡

平成22年8月 大雄電線様 千葉県市原市 工場・倉庫 屋根・外壁 100 ㎡

平成22年8月 与那原自動車ホテル様 沖縄県島尻郡与那原町 事務所・事業所 天井・内壁 1,573 ㎡

平成22年9月 ムソー本社物流倉庫様 愛知県小牧市 工場・倉庫 屋根 2,500 ㎡

平成22年9月 皆幸不動産様 茨城県鹿島市 事務所・事業所 屋根・外壁・内壁 640 ㎡

平成22年9月 山佐木材様 鹿児島県肝属郡肝付町 事務所・事業所 外壁 30 ㎡

平成22年9月 新建築様 福岡県北九州市小倉南区 事務所・事業所 内壁 60 ㎡

平成22年9月 ハシモトコーポレーション様 神奈川県相模原市中央区 工場・倉庫 屋根 863 ㎡

平成22年9月 宇部興産中央病院様 山口県宇部市 病院 屋根 910 ㎡

平成22年9月 太陽ハウジング様 愛知県知立市 事務所・事業所 外壁 150 ㎡

平成22年9月 東洋ケミテック様 群馬県館林市 工場・倉庫 屋根・外壁 1,915 ㎡

平成22年9月 スポーツクラブアクトス半田店様 愛知県半田市 商業施設 その他 390 ㎡

平成22年9月 ドゥハウス様 東京都港区 事務所・事業所 天井・内壁 57 ㎡

平成22年9月 オーバル様 神奈川県横浜市金沢区 その他 外壁 60 ㎡

平成22年9月 渡辺建装様 茨城県日立市 事務所・事業所 外壁 30 ㎡

平成22年9月 松野歯科様 愛知県名古屋市北区 病院 屋根 70 ㎡

平成22年9月 江美砕石工業様 鳥取県日野郡江府町 事務所・事業所 屋根 80 ㎡

平成22年10月 伊勢屋様邸 群馬県太田市 商業施設 屋根 80 ㎡

平成22年10月 永瀬産業様 鳥取県米子市 工場・倉庫 その他 30 ㎡

平成22年10月 竹内様邸 神奈川県横浜市金沢区 事務所・事業所 外壁・ 90 ㎡

平成22年10月 鹿目総合建材様 東京都杉並区 事務所・事業所 150 ㎡

平成22年10月 北関東自動車道笠間PA売店・給油所様 茨城県笠間市 公共施設 屋根 600 ㎡

平成22年10月 福吉ラッキング工業様 愛媛県松山市 工場・倉庫 屋根・外壁 567 ㎡

平成22年10月 ペルメレック電極様 神奈川県藤沢市 工場・倉庫 屋根 30 ㎡

平成22年10月 伊豆大室高原様 静岡県伊東市 宿泊施設 外壁 400 ㎡

平成22年10月 大口工業様 三重県三重郡川越町 その他 その他 10 ㎡

平成22年10月 北泉阪南青果様 北海道千歳市 工場・倉庫 外壁 60 ㎡

平成22年10月 トヨタレンタリース岡山駅西口店様 岡山県北区 その他 屋根 143 ㎡

平成22年10月 熱田クリニック様 愛知県名古屋市熱田区 病院 屋根・外壁 2,230 ㎡

平成22年10月 びわこ石山ホテル様 滋賀県大津市 事務所・事業所 外壁 60 ㎡

平成22年10月 HKビル様 東京都中央区 工場・倉庫 内壁 50 ㎡

平成22年10月 大日製缶様 埼玉県鴻巣市 その他 その他 570 ㎡

平成22年10月 ケンコーホーム展示用モデル様 長崎県諫早市 その他 内壁 125 ㎡

平成22年11月 東陽潮凪倉庫様 愛知県名古屋市港区 工場・倉庫 屋根 2,900 ㎡

平成22年11月 山口県営住宅大道団地様 山口県防府市 公共施設 外壁 20 ㎡

平成22年11月 バーバーリベロ様 兵庫県神戸市東灘区 事務所・事業所 内壁 100 ㎡
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平成22年11月 レスコハウス江戸川展示場様 東京都江戸川区 その他 外壁 192 ㎡

平成22年11月 丹法山成就寺様 東京都中央区 寺社・仏閣 天井 20 ㎡

平成22年11月 タチバナ船具様 広島県尾道市 その他 その他 90 ㎡

平成22年11月 フレッシュハウス立川営業所様 東京都立川市 事務所・事業所 天井・内壁 210 ㎡

平成22年11月 アサヒホーム事務所様 埼玉県北葛飾郡杉戸町 事務所・事業所 外壁・内壁 660 ㎡

平成22年11月 ニットク富山工場様 富山県富山市 工場・倉庫 外壁 160 ㎡

平成22年11月 接骨院様 東京都新宿区 事務所・事業所 外壁 80 ㎡

平成22年11月 豊岡事務所様 大分県速見郡日出町 事務所・事業所 内壁 55 ㎡

平成22年12月 JR西日本四條畷駅様 大阪府大東市 公共施設 内壁 20 ㎡

平成22年12月 東北大学様 宮城県仙台市青葉区 公共施設 外壁・その他 249 ㎡

平成22年12月 えいすう幼稚園様 神奈川県厚木市 公共施設 外壁 320 ㎡

平成22年12月 林業笠原造園様 長野県長野市 事務所・事業所 天井・内壁 169 ㎡

平成22年12月 ゼノン様 東京都世田谷区 事務所・事業所 内壁 30 ㎡

平成23年1月 沖食商事様 沖縄県浦添市 工場・倉庫 屋根 1,200 ㎡

平成23年1月 甲栄建設様 千葉県千葉市中央区 事務所・事業所 屋根 150 ㎡

平成23年1月 ONE-F美容室様 東京都目黒区 事務所・事業所 40 ㎡

平成23年1月 ジオスター様 埼玉県東松山市 その他 外壁 210 ㎡

平成23年1月 プランティングファミリー様 佐賀県伊万里市 事務所・事業所 天井・内壁 29 ㎡

平成23年1月 みすずコーポレーション様 長野県長野市 工場・倉庫 その他 100 ㎡

平成23年2月 新潟藤田様 新潟県新潟市 その他 内壁 20 ㎡

平成23年2月 横山瓦店様 埼玉県所沢市 事務所・事業所 内壁 82 ㎡

平成23年2月 マツモトセイコー様 栃木県大田原市 工場・倉庫 内壁 60 ㎡

平成23年2月 愛光園様 茨城県古河市 公共施設 その他 30 ㎡

平成23年2月 首都高料金所様 千葉県浦安市 公共施設 天井・内壁 150 ㎡

平成23年2月 しなの富士通様 長野県飯山市 工場・倉庫 その他 50 ㎡

平成23年2月 サン・ライフ様 愛知県名古屋市緑区 事務所・事業所 外壁 138 ㎡

平成23年2月 じゅんや様 東京都文京区 商業施設 天井・内壁 45 ㎡

平成23年2月 仁愛ケアサービス様 福井県福井市 公共施設 内壁 40 ㎡

平成23年2月 ベニー美容院様 神奈川県鎌倉市 商業施設 その他 30 ㎡

平成23年2月 三菱化学エンジニアリング様 神奈川県横浜市鶴見区 工場・倉庫 外壁 30 ㎡

平成23年2月 タカシナ乳業様 北海道厚岸郡浜中町 その他 その他 30 ㎡

平成23年2月 日本電子テクニクス様 東京都昭島市 工場・倉庫 屋根 770 ㎡

平成23年2月 東京エレクトロン様 山梨県中巨摩郡昭和町 事務所・事業所 外壁 2,000 ㎡

平成23年2月 安曇野飲料水工場様 山梨県甲府市 工場・倉庫 屋根 10 ㎡

平成23年2月 シモハラ様 山口県防府市 事務所・事業所 外壁 30 ㎡

平成23年2月 東京海上日動火災保険様 千葉県市川市 事務所・事業所 屋根 2,000 ㎡

平成23年3月 カナエフーズ伊丹工場様 兵庫県伊丹市 工場・倉庫 屋根・外壁 1,960 ㎡

平成23年3月 中央ビル様 岩手県盛岡市 商業施設 内壁 60 ㎡

平成23年3月 三菱マテリアル様 兵庫県三田市 工場・倉庫 屋根・内壁 345 ㎡

平成23年3月 富士通テレコムネットワークス様 茨城県筑西市 工場・倉庫 外壁 1,200 ㎡

平成23年3月 森林組合南信管理事務所様 長野県飯田市 公共施設 屋根 400 ㎡

平成23年3月 マーテック様 大阪府東大阪市 事務所・事業所 内壁 30 ㎡

平成23年3月 J.O.O.スイミングスクール様 大阪府大阪市住之江区 商業施設 内壁 30 ㎡

平成23年3月 京王稲城駅様 東京都稲城市 公共施設 屋根 3,290 ㎡

平成23年3月 与那原町役場様 沖縄県島尻郡与那原町 公共施設 屋根・外壁 2,529 ㎡

平成23年3月 サンバレー那須様 栃木県那須郡那須町 事務所・事業所 内壁 60 ㎡

平成23年3月 アイム様 愛知県西春日井郡豊山町 事務所・事業所 屋根・天井・内壁 466 ㎡

平成23年3月 東京エレクトロン様 山梨県韮崎市 工場・倉庫 屋根・外壁 2,060 ㎡

平成23年3月 高田精機様 京都府京都市中央区 事務所・事業所 その他 10 ㎡

平成23年3月 内山精工様 富山県中新川郡上市町 工場・倉庫 屋根 1,340 ㎡

平成23年3月 日進製作所様 京都府京丹後市 工場・倉庫 屋根 1,425 ㎡

平成23年3月 KGセントラルフィットネスクラブ様 北海道札幌市中央区 商業施設 内壁 25 ㎡

平成23年3月 日光市立清滝小学校様 栃木県日光市 公共施設 内壁 1,400 ㎡

平成23年3月 無量塔様 大分県由布市 商業施設 屋根・外壁 85 ㎡

平成23年3月 ビューティーサロン・フジタ様 青森県弘前市 商業施設 屋根・外壁 162 ㎡

平成23年4月 品川ビル様 東京都練馬区 事務所・事業所 内壁 15 ㎡

平成23年4月 モードウ゛ィル様 沖縄県沖縄市 商業施設 屋根・外壁 541 ㎡

平成23年4月 あおぞら保育園様 沖縄県南城市 公共施設 屋根 540 ㎡

平成23年4月 飯田ケーブルテレビ様 長野県飯田市 工場・倉庫 屋根 650 ㎡

平成23年4月 山久プロパン様 長野県須坂市 工場・倉庫 屋根 60 ㎡

平成23年4月 梅田北ヤード様 大阪府大阪市北区 事務所・事業所 その他 200 ㎡

平成23年4月 奥田工業所様 大阪府守口市 工場・倉庫 屋根・外壁・その他 577 ㎡

平成23年4月 中越テクノフード様 鹿児島県薩摩川内市 工場・倉庫 その他 600 ㎡
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平成23年4月 響きの杜クリニック様 北海道札幌市中央区 病院 内壁 20 ㎡

平成23年4月 マウスコンピューター様 長野県飯山市 工場・倉庫 屋根 8,490 ㎡

平成23年4月 ほしのさと様 山口県下松市 公共施設 屋根 420 ㎡

平成23年4月 内山精工様 富山県中新川郡上市町 工場・倉庫 屋根 175 ㎡

平成23年4月 山茂丸水産様 神奈川県横須賀市 工場・倉庫 屋根 130 ㎡

平成23年4月 JSRオプテック筑波様 茨城県土浦市 工場・倉庫 内壁 75 ㎡

平成23年4月 やすい内科様 愛知県大府市 病院 内壁 62 ㎡

平成23年4月 すなやま保育園様 福岡県中間市 公共施設 内壁 80 ㎡

平成23年4月 大同テクニカ様 愛知県東海市 工場・倉庫 300 ㎡

平成23年4月 中村整骨院様 福岡県北九州市八幡西区 病院 天井・内壁 45 ㎡

平成23年5月 グラクソ・スミス・クライン様 栃木県鹿沼市 工場・倉庫 300 ㎡

平成23年5月 ミツワ運送様 東京都世田谷区 工場・倉庫 屋根 190 ㎡

平成23年5月 多摩防水技研様 東京都日野市 事務所・事業所 天井・内壁 310 ㎡

平成23年5月 コスモプロジェクト様 福岡県柳川市 工場・倉庫 屋根 1,200 ㎡

平成23年5月 シャルム様 青森県青森市 工場・倉庫 屋根 2,342 ㎡

平成23年5月 オフィス・ジャパン様 神奈川県伊勢原市 事務所・事業所 屋根・外壁 350 ㎡

平成23年5月 山崎製パン様 群馬県伊勢崎市 工場・倉庫 屋根 120 ㎡

平成23年5月 カトリック教会厚木様 神奈川県厚木市 寺社・仏閣 屋根 360 ㎡

平成23年5月 バオバブ保育園様 東京都多摩市 公共施設 屋根 411 ㎡

平成23年5月 ゼクセル販売九州様 福岡県糟屋郡新宮町 工場・倉庫 45 ㎡

平成23年5月 斎藤板金工業所様 山形県鶴岡市 工場・倉庫 屋根 281 ㎡

平成23年5月 アトリエ・田様 神奈川県横浜市港南区 事務所・事業所 屋根・外壁 120 ㎡

平成23年5月 東光鉄工様 秋田県大館市 工場・倉庫 30 ㎡

平成23年5月 総和企画様 茨城県古河市 事務所・事業所 屋根 90 ㎡

平成23年5月 東京昭和運輸様 埼玉県所沢市 工場・倉庫 屋根・外壁 100 ㎡

平成23年5月 マスダック様 埼玉県所沢市 工場・倉庫 外壁 30 ㎡

平成23年5月 向後米穀倉庫様 千葉県山武郡横芝光町 工場・倉庫 屋根 380 ㎡

平成23年5月 あすか製薬様 神奈川県川崎市高津区 工場・倉庫 屋根 600 ㎡

平成23年6月 城北企画様 東京都足立区 工場・倉庫 屋根 330 ㎡

平成23年6月 大王製紙デザインパッケージ様 埼玉県入間郡三芳町 事務所・事業所 外壁 60 ㎡

平成23年6月 キャリアネット様 愛知県名古屋市天白区 事務所・事業所 内壁 300 ㎡

平成23年6月 末房設備設計様 広島県府中市 事務所・事業所 屋根・外壁 330 ㎡

平成23年6月 大和工業様 静岡県？市 工場・倉庫 屋根 1,520 ㎡

平成23年6月 早川電機製作所様 愛知県名古屋市昭和区 工場・倉庫 120 ㎡

平成23年6月 くぼた動物病院様 鳥取県鳥取市 病院 屋根 350 ㎡

平成23年6月 みか保育園様 茨城県笠間市 公共施設 その他 150 ㎡

平成23年6月 大平石油様 奈良県奈良市 工場・倉庫 屋根 17 ㎡

平成23年6月 NTN様 岡山県備前市 工場・倉庫 屋根 100 ㎡

平成23年6月 神和ゴム工業様 神奈川県大和市 工場・倉庫 屋根 30 ㎡

平成23年6月 金森商会様 三重県鳥羽郡笠松町 事務所・事業所 屋根 34 ㎡

平成23年6月 P-ARK様 東京都足立区 商業施設 屋根 409 ㎡

平成23年6月 静岡コンサルタント様 静岡県三島市 事務所・事業所 屋根 630 ㎡

平成23年6月 とやま建装様 岐阜県岐阜市 事務所・事業所 屋根・外壁 203 ㎡

平成23年6月 徳岡工務店様 神奈川県三浦郡葉山町 事務所・事業所 外壁 115 ㎡

平成23年6月 こどもの森様 山形県鶴岡市 公共施設 屋根 290 ㎡

平成23年6月 ファンダーズ様 愛知県安城市 商業施設 その他 2,323 ㎡

平成23年6月 加藤歯科様 千葉県柏市 病院 外壁 64 ㎡

平成23年6月 小島レッカー様 埼玉県さいたま市桜区 工場・倉庫 屋根 100 ㎡

平成23年6月 おきた様 山口県長門市 事務所・事業所 屋根 130 ㎡

平成23年6月 富士通テレコムネットワーク様 茨城県筑西市 工場・倉庫 外壁・その他 180 ㎡

平成23年6月 かいな様 滋賀県栗東市 事務所・事業所 屋根 32 ㎡

平成23年6月 かいな様 滋賀県大津市 事務所・事業所 屋根 71 ㎡

平成23年6月 あづま食品様 栃木県宇都宮市 工場・倉庫 外壁 110 ㎡

平成23年6月 城北企画様 東京都足立区 工場・倉庫 屋根 84 ㎡

平成23年6月 NTTクリオス工場様 埼玉県入間市 工場・倉庫 屋根 420 ㎡

平成23年6月 久米公民館様 愛媛県松山市 公共施設 屋根・外壁 273 ㎡

平成23年6月 岩崎通信機様 東京都杉並区 事務所・事業所 天井・内壁 6,018 ㎡

平成23年6月 アクティウ゛・ビジネス・サポート様 埼玉県さいたま市中央区 事務所・事業所 屋根 60 ㎡

平成23年6月 グローバル・アイ様 山形県鶴岡市 工場・倉庫 屋根 60 ㎡

平成23年6月 カインズ商配様 千葉県野田市 工場・倉庫 屋根 165 ㎡

平成23年6月 フィルテクノス飯田様 長野県下伊那郡高森町 工場・倉庫 屋根 551 ㎡

平成23年6月 岡山テクノリサーチパーク様 岡山県岡山市 工場・倉庫 内壁 312 ㎡

平成23年7月 水野塗装事務所様 愛知県豊田市 事務所・事業所 屋根 25 ㎡
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平成23年7月 労金カードセンター様 東京都千代田区 事務所・事業所 屋根 500 ㎡

平成23年7月 川崎化成様 神奈川県川崎市川崎区 工場・倉庫 外壁 70 ㎡

平成23年7月 澤本ビル様 千葉県柏市 事務所・事業所 外壁 204 ㎡

平成23年7月 オノダテクノサービス様 山口県山陽小野田市 事務所・事業所 屋根 30 ㎡

平成23年7月 大光ノースイ様 山口県大島郡周防大島町 工場・倉庫 屋根 318 ㎡

平成23年7月 野崎印刷紙業様 京都府京都市南区 工場・倉庫 屋根 800 ㎡

平成23年7月 ワシ屋グループ本社工場様 愛媛県西条市 工場・倉庫 屋根 1,700 ㎡

平成23年7月 七星化学研究所様 埼玉県狭山市 工場・倉庫 屋根 575 ㎡

平成23年7月 神岡部品様 工場・倉庫 その他 30 ㎡

平成23年7月 藤見建設様 神奈川県藤沢市 事務所・事業所 屋根 50 ㎡

平成23年7月 サンジュニア様 長野県飯田市 事務所・事業所 屋根 68 ㎡

平成23年7月 青木塗装様 岐阜県岐阜市 事務所・事業所 屋根 70 ㎡

平成23年7月 サンクゼール様 長野県上水内郡飯綱町 工場・倉庫 屋根 2,002 ㎡

平成23年7月 クリエイテブダイワ様 福島県郡山市 工場・倉庫 屋根 210 ㎡

平成23年7月 東和グラビア印刷様 神奈川県大和市 工場・倉庫 屋根・内壁 300 ㎡

平成23年7月 河野塗装店様 山口県山口市 工場・倉庫 外壁 180 ㎡

平成23年7月 日本飛行機様 神奈川県横浜市金沢区 工場・倉庫 屋根 350 ㎡

平成23年7月 アスザックフーズ様 長野県須坂市 事務所・事業所 屋根 1,043 ㎡

平成23年7月 オケタ整形外科医院様 奈良県吉野郡大淀町 病院 屋根・外壁 340 ㎡

平成23年7月 酒井税理士事務所様 千葉県千葉市花見川区 事務所・事業所 屋根・外壁・内壁 471 ㎡

平成23年7月 東部動物公園様 埼玉県南埼玉郡宮代町 事務所・事業所 屋根 59 ㎡

平成23年7月 泉工医科工業様 埼玉県春日部市 工場・倉庫 外壁 270 ㎡

平成23年7月 大阪南営業所様 大阪府堺市西区 その他 内壁 15 ㎡

平成23年7月 ミドリヤ様 福島県郡山市 工場・倉庫 60 ㎡

平成23年7月 こどものもり様 福岡県福岡市東区 事務所・事業所 屋根 74 ㎡

平成23年7月 ジェイテクト豊橋様 愛知県豊橋市 工場・倉庫 屋根・その他 630 ㎡

平成23年7月 三井化学東セロ様 茨城県古河市 工場・倉庫 屋根 25 ㎡

平成23年7月 波里様 栃木県佐野市 工場・倉庫 屋根 140 ㎡

平成23年7月 ソントン食品工業様 茨城県石岡市 工場・倉庫 屋根 469 ㎡

平成23年7月 えなみ倶楽部様 長野県松本市 事務所・事業所 内壁 65 ㎡

平成23年7月 にのみや工務店様 茨城県桜川市 事務所・事業所 天井・内壁 55 ㎡

平成23年7月 ニクニ様 神奈川県川崎市高津区 工場・倉庫 屋根 500 ㎡

平成23年7月 和建築設計事務所様 東京都世田谷区 事務所・事業所 屋根 120 ㎡

平成23年7月 コシナ七瀬工場様 長野県中野市 工場・倉庫 屋根・外壁 674 ㎡

平成23年7月 ラ・ポール貝塚様 神奈川県川崎市川崎区 事務所・事業所 天井・内壁 207 ㎡

平成23年7月 賓来軒別館様 長崎県長崎市 商業施設 屋根 233 ㎡

平成23年7月 石橋ホーム資材様 神奈川県相模原市緑区 事務所・事業所 屋根 270 ㎡

平成23年7月 よしくに事務所様 埼玉県さいたま市緑区 事務所・事業所 屋根・外壁 100 ㎡

平成23年7月 東洋病院様 愛知県名古屋市港区 病院 その他 200 ㎡

平成23年7月 小沢塗装店様 神奈川県相模原市南区 事務所・事業所 屋根 40 ㎡

平成23年7月 和泉府中ハウストライアル様 大阪府和泉市 その他 屋根 82 ㎡

平成23年8月 田布施町役場様 山口県熊毛郡田布施町 公共施設 屋根 60 ㎡

平成23年8月 外装塗装様 静岡県三島市 事務所・事業所 屋根・外壁 180 ㎡

平成23年8月 ワイズ工業様 茨城県筑西市 事務所・事業所 屋根 35 ㎡

平成23年8月 埼北加須作業所様 埼玉県加須市 工場・倉庫 屋根 1,300 ㎡

平成23年8月 ハウス　オブ　ブランセ様 茨城県つくば市 商業施設 天井・内壁 490 ㎡

平成23年8月 ひばり幼稚園様 神奈川県相模原市中央区 公共施設 屋根 247 ㎡

平成23年8月 興和鋼管様 埼玉県戸田市 工場・倉庫 屋根 1,083 ㎡

平成23年8月 パイオニーサービス様 東京都町田市 事務所・事業所 外壁 150 ㎡

平成23年8月 蒲浦光正様邸 神奈川県横浜市磯子区 商業施設 外壁 15 ㎡

平成23年8月 日鉄住金ロールズ様 福岡県北九州市戸畑区 事務所・事業所 屋根 83 ㎡

平成23年8月 西日本ステンレス鋼線様 山口県熊毛郡田布施町 工場・倉庫 屋根 450 ㎡

平成23年8月 日本工機様 福島県西白河郡西郷村 工場・倉庫 屋根 120 ㎡

平成23年8月 丸清電気様 愛知県蒲郡市 事務所・事業所 外壁 250 ㎡

平成23年8月 横浜乳業様 神奈川県綾瀬市 工場・倉庫 屋根 80 ㎡

平成23年8月 ヤマシン庄子工務店様 宮城県仙台市若林区 事務所・事業所 屋根 330 ㎡

平成23年8月 鈴木ビル様 東京都豊島区 事務所・事業所 屋根・外壁 146 ㎡

平成23年8月 山口合同ガス様 山口県下関市 事務所・事業所 内壁 170 ㎡

平成23年8月 山田リョーネジ様 大阪府大阪市平野区 工場・倉庫 屋根 100 ㎡

平成23年8月 川崎重工業様 兵庫県明石市 工場・倉庫 屋根 3,900 ㎡

平成23年8月 松島一の坊様 宮城県宮城郡松島町 商業施設 その他 10 ㎡

平成23年8月 中野工務店様 兵庫県西宮市 事務所・事業所 その他 12 ㎡

平成23年8月 樹建築工房様 山形県鶴岡市 事務所・事業所 150 ㎡
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平成23年8月 水研化学工業様 福岡県福岡市東区 工場・倉庫 屋根 280 ㎡

平成23年8月 佐川歯科様 山口県山口市 病院 内壁 100 ㎡

平成23年9月 イーグルスターつくば工場様 茨城県つくば市 工場・倉庫 外壁 100 ㎡

平成23年9月 宇田ビル様 長崎県 事務所・事業所 外壁 416 ㎡

平成23年9月 ホテル田園様 長崎県諫早市 宿泊施設 内壁 210 ㎡

平成23年9月 黒石市老人福祉センター様 青森県黒石市 公共施設 その他 189 ㎡

平成23年9月 神田商会様 東京都三鷹市 事務所・事業所 屋根 280 ㎡

平成23年9月 ダスキン様 熊本県上益城郡御船町 工場・倉庫 屋根 1,800 ㎡

平成23年9月 すぎもと塗装様 静岡県島田市 事務所・事業所 屋根 80 ㎡

平成23年9月 八尾彦本店様 愛知県名古屋市西区 商業施設 内壁 25 ㎡

平成23年9月 リデア様 山形県鶴岡市 事務所・事業所 天井・内壁 110 ㎡

平成23年9月 アイチ商事様 富山県富山市 事務所・事業所 140 ㎡

平成23年9月 三州エッグ様 愛知県岩倉市 工場・倉庫 屋根 700 ㎡

平成23年9月 日本資源流通様 福岡県北九州市小倉北区 工場・倉庫 屋根 4,200 ㎡

平成23年9月 大野光様 岐阜県岐阜市 工場・倉庫 420 ㎡

平成23年9月 一品香食品様 福岡県粕屋郡久山町 工場・倉庫 外壁・天井・内壁 190 ㎡

平成23年9月 大研化学工業様 福井県坂井市 工場・倉庫 屋根 525 ㎡

平成23年9月 岩本組様 富山県富山市 事務所・事業所 外壁 280 ㎡

平成23年9月 オークラ輸送機様 兵庫県加古川市 事務所・事業所 30 ㎡

平成23年10月 大関化学旧研究所様 兵庫県神戸市灘区 その他 30 ㎡

平成23年10月 サンクゼール様 長野県上水内郡飯綱町 商業施設 その他 20 ㎡

平成23年10月 安陵歯科様 大阪府堺市西区 病院 屋根 120 ㎡

平成23年10月 KKRホテル熊本様 熊本県熊本市 事務所・事業所 外壁 450 ㎡

平成23年10月 迎賓館ウ゛ィクトリア高岡様 富山県高岡市 商業施設 屋根 30 ㎡

平成23年10月 ヨシオカ建設様 東京都国立市 事務所・事業所 屋根 30 ㎡

平成23年10月 明豊様 茨城県水戸市 事務所・事業所 内壁 30 ㎡

平成23年10月 コーシンビル様 大阪府大阪市阿倍野区 事務所・事業所 屋根 210 ㎡

平成23年10月 大宮バプテスト教会様 埼玉県さいたま市大宮区 寺社・仏閣 内壁 60 ㎡

平成23年10月 メグミルク様 北海道広尾郡大樹町 工場・倉庫 30 ㎡


