
平成 19 年 10 月 22 日 
代理店各位 
 
 

最新情報 

HOT！な情報報告 
 
 

最新版！「ガイナ施工実績表」 
 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 
 

さて、最新版の「ガイナ施工実績表」が集計出来ま

したので、皆様のお手元にお届け致します。 
 

なお、いち早く皆様に最新情報をお届けするために

も、「注文書」の工事現場欄（実績表掲載の可否欄も

含めて）の記入徹底を重ねてお願い致します。 
 
 
 
 
※ 今 後 、 こ の 情 報 を メ ー ル で の 受 け 取 り を ご 希 望 の 方 は 、

sistacoat@mwa.biglobe.ne.jp まで、お名前を入れて空メールをお願いしま

す。次回から実行します。 

 
株式会社日進産業 



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㈱ 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㈱ 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 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 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 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㈱ 島根県雲南市 360 ㎡ 店舗内装

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

平成１８年５月 ジーエス（原田板金） 300 ㎡ 鉄板塗装

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 群馬県みどり市 420 ㎡ 工場屋根

平成１８年５月 ㈱ムソウ工業 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 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 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 香川県高松市 360 ㎡ 店舗天井

平成１８年６月 カネスエ国府台 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 群馬県沼田市 660 ㎡ 工場屋根

平成１８年７月 天翔建設㈱ 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㈱ 青森県十和田市 420 ㎡ 建物外壁

平成１８年７月 アマンディ 福岡県筑紫野市 900 ㎡ 温泉屋根テント

平成１８年７月 マツノ 東京都調布市 30 ㎡ 車エンジン断熱

平成１８年７月 松井医院 長崎県大村市 1000 ㎡ 建物外壁・屋上・床

平成１８年７月 天水苑 広島県広島市 1860 ㎡ 建物屋上

平成１８年７月 ビケンテック㈱ 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㈱ 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 栃木県宇都宮市 240 ㎡ 建物外壁

平成１８年７月 千葉畜産工業㈱ 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 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 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 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 栃木県日光市 90 ㎡ 建物内装

平成１８年８月 大東マテリアル 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 広島県広島市 300 ㎡ 倉庫外壁

面積



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１８年８月 浜田様邸 沖縄県うるま市 210 ㎡ 住宅天井

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 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 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㈱ 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 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 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 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㈱ 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 福岡県福岡市 500 ㎡ マンション外壁

平成１８年９月 荒川工業㈱ 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 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 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 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 栃木県日光市 660 ㎡ 店舗外壁

平成１８年10月 ㈱エコ・ライフ 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 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 栃木県宇都宮市 30 ㎡ 焼却炉(300℃対応)

平成１８年11月 柴田医院 兵庫県尼崎市 210 ㎡ 建物外壁

平成１８年11月 ㈱東興社 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 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 島根県邑智郡 1200 ㎡ 工場屋根

平成１８年11月 ㈱筑紫機材 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 北海道札幌市 35 ㎡ 事務所内装

平成１８年11月 岡田工業㈱ 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 千葉県香取郡 1600 ㎡ マンション外壁



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１８年12月 中央建設㈱ 岡山県岡山市 315 ㎡ 建物外装

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 島根県松江市 3000 ㎡ 店舗屋根

平成１８年12月 ㈱キョウエイコーポレーション 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 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 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 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 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 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㈱ 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 埼玉県入間市 270 ㎡ 建物外壁

平成１９年２月 ㈱筑紫機材 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 明治生命 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 川井様邸 広島県広島市 120 ㎡ 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 ㈱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 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 ㈱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 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

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



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 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 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 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 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 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 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 阪口様邸 神奈川県逗子市 175 ㎡ 住宅外壁

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 ㈱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 ㈱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 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



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 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 ㎡ 工場外壁・天井

平成１９年６月 ヒカリ工業㈱ 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 仙台市 宮城県仙台市 137 ㎡ 機械室屋根

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 お菓子の「宝」 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 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　工場 愛知県 210 ㎡ エアダクト塗装

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㈱　 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 畠山邸 広島県東広島市 420 ㎡

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 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

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 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 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



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 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 金井様邸 新潟県新潟市 245 ㎡ 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 ㈱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 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 ㈱エイシン様 香川県三豊市 2040 ㎡ 工場屋根

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 山崎製パン㈱　武蔵野工場様 東京都東久留米市 350 ㎡ 工場屋根

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 小杉様邸 東京都板橋区 240 ㎡ 住宅外壁

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　会津工場様 福島県河沼郡 140 ㎡ 工場屋根・外壁

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 「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 鳥居様邸 愛知県新城市 120 ㎡ 住宅内壁

平成１９年８月 泉山様邸 静岡県伊東市 235 ㎡ 別荘屋根・外壁
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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 （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 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㈱ 和歌山県和歌山市 9200 ㎡ 工場屋根

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 金様邸 富山県高岡市 240 ㎡ 住宅屋根

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 （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 パラオ共和国 4300 ㎡ ホテル客室天井・内壁

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 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 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
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