
神奈川県横須賀市 塗装箇所 ： 屋根・外壁

◆ 雨音が静かになった！

このお客様のご自宅は、もともと屋根が銅板でできている為、雨音がひ
どくうるさかったそうなのですが、塗替え時期をきっかけにガイナを屋
根・外壁に塗装して頂きました。
施工後は「ガイナを塗装しただけで今までひどかった雨音が静かになっ
た」と喜ばれております。
また、夏期・冬期ともに快適に過ごせるようになったとの事で、大変に
驚かれていました。

I 様邸

埼玉県所沢市 塗装箇所 ： 屋根・外壁T 様邸

◆ 真夏の電気代が格安に！

建物の２階部分が非常に暑く、困っていたというお客様に、ガイナを屋
根・外壁に塗装しました。
施工前は夏期の電気代が約２万円かかっていたのに対し、施工後は涼し
く感じることが多くなり、電気代も６千円かからなかったと喜んでいた
だきました。
お客様のお話では、今まであまりの暑さで２階に上がろうとしなかった
猫が、ガイナ施工後は２階の方が快適になった様子で、なかなか降りて
こないことに驚かれていました。

熊本県熊本市 塗装箇所 ： バルコニーU 様邸

沖縄県宜野湾市 塗装箇所 ： 屋根・内装又吉様邸

◆ 熱かった鉄面が歩けるように！

台風対策として、頑丈な鉄製のバルコニーを作ったのですが、真夏にな
ると鉄面は非常に熱くて、素足ではとても歩けませんでした。
ガイナを施工後は、真夏でも素足で歩けるようになり、おかげで洗濯物
の出し入れも快適に行うことができて、非常に満足しております。

◆ ペットの臭いが気にならない！

コンクリート造の住宅を新築した際に、屋根とトリミング室の内装にガ
イナを採用致しました。夕方帰宅したときの、ムッとした感じの暑さが
ほとんどありません。他の家に行くと、その違いがよく分かります。
トリミング室内ではペットの臭いが気にならなくなり、作業の効率も上
がりました。空気が澄んだ感じがして、とても健康的に過ごせています。
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沖縄県那覇市 塗装箇所 ： 屋根・外壁

◆ エアコンの効きが変わった！

築４年が経過したコンクリート造の住宅で、屋根と外装にガイナを採用
致しました。
以前までの夏は、夕方に帰宅してからエアコンのスイッチを入れても、
夜11時近くまで効きが悪く不快でした。
ガイナ施工後は、３０分ほどでエアコンが効くようになり、非常に快適
です。梅雨時の不快感もかなり減りました。
施工前まで、主人は涼しい居酒屋へ飲みに出ることが多かったのですが、
今では家の方が快適な様で、自宅での晩酌が増えました。

奥平様邸

神奈川県横浜市 塗装箇所 ： 屋根・外壁三藤様邸

◆ 暑かった家が涼しく！

３階建ての個人宅で、屋根・外壁をガイナで塗り替えました。
３階部分の天井は、屋根裏の吹き抜けとなっており、以前まで夏は、屋
根が焼けた感じの熱さで、室内がひどい暑さになっていました。
ガイナを施工した時は、塗装工事の最中にもかかわらず、２階の部屋よ
り涼しいと感じる程で、本当に驚きました。

大阪府大阪市 塗装箇所 ： 屋根・外壁一般住宅

京都府京都市中京区 塗装箇所 ： 内装高城様邸

◆ 涼しい状態が維持！

2005年にRC造で新築をした際に、屋上と外装にガイナを採用しました。
塗装してからしばらく経ちましたが、現状でほとんど汚れは目立たず、
夏の暑さも感じません。塗装の仕上がりにも大変満足しております。次
回の塗り替えもガイナで考えています。

◆ 建て増しせずに部屋が増えた！？

自宅の3階にある子供部屋が、真夏になると非常に暑く、この過酷な環境
を改善するためにガイナを内装に採用致しました。
ガイナ施工後は、部屋の中がとても快適になった様子で、非常に穏やか
に過ごしています。
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神奈川県逗子市 塗装箇所 ： 外壁

◆ 驚きのエアコン稼働率！

ガイナを塗ったことで、夏期に使用するエアコンの回数が大きく変わり
ました！
ガイナを塗る前は、毎日のようにエアコンを稼働させていたのですが、
ガイナを塗った後では、６月から９月の３ヵ月間で、エアコンの使用回
数がほぼ０になりました。
ガイナを塗った今は、夏期にエアコンが無くても快適に過ごすことがで
きています。

住宅

愛知県豊橋市 塗装箇所 ： 外壁K 様邸

◆ 生活臭がスッキリ！

リフォームを機に、ガイナに塗り替えたことで生活臭が気にならなくな
りました。
施工前と比べて、前日部屋に残っていた生活臭が、翌朝起きた時には
スッキリとして、感じなくなりました。
近所の家が同時期に建て替えを行ったのですが、そちらに行ったときに
特にその臭いの違いを感じることができます。

愛知県新城市 塗装箇所 ： 内装I 様邸

愛知県新城市 塗装箇所 ： 外壁・内装S 様邸

◆ １階と２階の温度が逆転！

ガイナを塗る前までの夏は、当然のように２階が暑くなっていて、とて
も過ごしづらくなっていました。
ガイナを塗った後は、驚くことに１階に比べて２階の方が涼しくなりま
した。

◆ 夏も冬も快適な温度に！

ガイナを塗装した後は夏涼しく、冬は暖かく過ごせるようになりました。
塗装後の夏、冷房を使ったのはほんの２～３回で、ほとんど冷房を使用
しなくても快適に過ごせました。また、ひと夏を通して夜、寝苦しいと
感じることがありませんでした。
さらに冬の時期には、薪ストーブを朝の間だけ焚いていれば、それだけ
で一日中暖かく過ごすことができます。
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愛知県新城市 塗装箇所 ： 外壁・内装

◆ 体感温度が下がった！

ガイナ施工前までは、外出して家に帰るとムッとした暑さを感じていま
した。
ガイナを施工した後は、夏期エアコンを使わなくても、部屋の空気が乾
いた感じになり、サラッとしてとても気持ちがいい環境になりました。
エアコンを使わずにこれだけ体感が変わったことに、非常に驚きました。

Y 様邸

愛知県新城市 塗装箇所 ： 外壁・内装T 様邸

◆ 生活環境が変わった！

ガイナが塗ってあると、窓を開けて風を通すだけで涼しくすることがで
きます。
エアコンはお客さんが来たときに使うだけなのですが、リビングとキッ
チンを合わせると３０畳程の広さがあるスペースで、２０畳用のエアコ
ン１台を２７～２８℃の設定にしておくだけで、充分涼しくすることが
できます。
さらに室内で焼肉をしながらお酒を飲み、タバコを吸った部屋の匂いが、
翌朝になると、気になることはほとんどありません。これはガイナの消
臭効果が発揮されているおかげだと思います。

山梨県甲府市 塗装箇所 ： ベランダ住宅

山梨県甲府市 塗装箇所 ： 外壁住宅

◆ ベランダが熱くない！

ガイナを塗ってから、素足でベランダに上がっても足元が熱くないのに
は驚きました。
以前は、足元の暑さでとても長居することが出来なかったのですが、塗
装をした後では、我が家の猫の昼寝場所もベランダが定番になったよう
です。

◆ 西日の影響を感じない！

もともとこの家は西日の影響を受けやすく、暑い環境にありました。
ガイナに塗り替えてから、その暑さが気にならなくなり、クーラーの使
用も例年までは６月の下旬から始めていたのものが、ガイナ塗装後は７
月末頃まで使わずに済みました。
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岡山県岡山市 塗装箇所 ： 屋根

◆ 断熱効果に驚き！

瓦棒にガイナを塗装していただきました。
”断熱塗料”ということは理解していたつもりでしたが、これほど断熱性
能を発揮するとは思っていませんでした。
ガイナ塗装後は、真夏でも扇風機をまわすだけで充分快適になるので、
非常に驚かされています。

M 様邸

岡山県岡山市 塗装箇所 ： 屋根W 様邸

◆ 真夏なのに涼しい！

ガイナを屋根に塗装していただきました。
すると、真夏だというのに部屋の中が涼しくなり、夫婦共々驚いており
ます。
娘二人が外出から帰宅した時、「クーラーも入れてないのにこんな涼し
いなんておかしい」と不思議がっていたのを聞いて、さらに驚かされて
おります。

岡山県岡山市 塗装箇所 ： 屋根Y 様邸

岡山県岡山市 塗装箇所 ： 外壁K 様邸

◆ 夏の暑さを扇風機だけで！

７月にガイナを施工していただきました。
おかげで施工後の夏は一度もクーラーを使わず、扇風機だけで快適に過
ごす事ができました。
本当に良い材料だったと、違いを実感しています。

◆ 熱帯夜がなくなった！

以前までは毎年、夏になると家全体に熱がこもり、夜眠れない環境でし
た。
ガイナ施工後は、それまでの暑さが確実になくなり、涼しく快適な環境
に変わりました。
さらに、家のすぐ前には道路が通っていてうるさかったのですが、ガイ
ナ施工後は車の通る音が気にならなくなったので、非常に驚きました。
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岡山県岡山市 塗装箇所 ： 屋根・外壁

◆ 暑さも熱さもなくなった！

我が家の２階は、夏になると深夜になっても暑くて、エアコンなしでは
眠れませんでした。
ガイナを屋根・外壁に塗った後は、扇風機だけで暑さがなくなり、十分
に過ごせるようになりました。
ベランダにも塗装をしてもらったところ、以前は足元が火傷するくらい
熱かったベランダが、今では素足で歩けるほどの温度になりました。

Y 様邸

大分県日出町 塗装箇所 ： ベランダ住宅

◆ エアコン設定が変わった！

我が家は毎年４月の終わり頃から、クーラーを入れないと暑くて過ごせ
ない日があり、ガイナの話を聞いたとき、塗装だけで本当に家が涼しく
なるのかと、はじめは半信半疑でした。
ところが塗装する前まではクーラーの設定を２０℃にしていたのが、ガ
イナ塗装後は２５℃前後の設定でも、十分快適に過ごす事ができるよう
になり、本当に驚いています。

大分県大分市 塗装箇所 ： 外壁住宅

大分県大分市 塗装箇所 ： 外壁住宅

◆ 真夏の湿気を感じない！

ガイナを塗装してから家が涼しくなり、夏特有のジトジトした暑い感じ
が無くなったように感じます。
おかげで塗装してからの夏は、非常に快適に過ごしています。
特に押入れの中が涼しく、湿気を感じなくなったことには驚いています。

◆ 夏の暑さが解消！

ガイナを塗装してからは、家全体が涼しくなり、夏になってもエアコン
をつけずに過ごすことが出来るようになりました。
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大分県大分市 塗装箇所 ： 外壁

◆ その涼しさにビックリ！

ガイナ塗装をして、その効果はすぐにわかりました。
塗装翌日には階段室が塗装前と違って涼しくなっており、さらに２階に
あるクローゼットの中も涼しくなっていたことには驚かされました。
バルコニーの床にも塗装をしていただいたのですが、日当たりのいい室
内の畳よりもバルコニーの足元の方が涼しくなった感じがしています。

住宅

岡山県笹岡市 塗装箇所 ： 屋根・外壁I 様邸

◆ 空気の感じがスッキリ！

ガイナを塗装したおかげで建物の中が快適で過ごしやすくなりました。
こころなしか、周辺環境の空気も改善されたように感じます。

岡山県倉敷市 塗装箇所 ： 屋上S 様邸

岡山県岡山市 塗装箇所 ： 外壁T 様邸

◆ 夜もグッスリ眠れる！

我が家はコンクリート造の２階建て住宅で、夏になると夜中２～３時ま
で室内が暑くて困っていました。
ところが、ガイナを塗ってもらった後、驚くほど室内が涼しくなり、快
適に過ごせるようになりました。こんなにすごい商品は初めてです。

◆ 食欲も上がる快適さ！

以前までは、夏になると室内がとても暑くて、冷房を動かし続けなけれ
ば食事も取れないような状態でした。
そこでガイナを外壁に塗ったところ、たちどころに涼しく、快適になっ
たので、とても驚いています。
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岡山県赤盤市 塗装箇所 ： 屋根・カーポート

◆ 車内の暑さを感じない！

ガイナを自宅の屋根に塗っていただいてから、とても心地良く
過ごさせてもらっています。
自宅脇のシャッター付きカーポートにも塗っていただいたので
すが、真夏というのにも関わらず、内部は全く暑さを感じない
ので、本当に驚いています。

O 様邸

岡山県倉敷市 塗装箇所 ： 屋根S 様邸

◆ 真夏にクーラーなしで昼寝！

夏期、施工前まではクーラーをかけ続けて昼寝をしていても、
暑くて寝苦しい環境でした。
ガイナを屋根に塗って後は、とても涼しくなったので、施工前
のようにクーラーに頼らなくても快適に過ごせるようになりま
した。

愛媛県東温市 塗装箇所 ： 外壁住宅（カナダ式パネルドーム）

茨城県竜ヶ崎市 塗装箇所 ： 屋根・外壁K 様邸

◆ 暑さも騒音も解消！

毎年、夏になるとエアコンがほとんど効かず、部屋の中がとて
も暑くなっていました。また、雨が降ると雨音がうるさくて会
話も出来ない状態で、屋根の上を鳥が歩いているだけでも、そ
の音が気になるほどでした。
ガイナを塗装した後は、エアコンを点けなくても今まで以上に
涼しく感じたので驚きました。
さらに雨音も気にならなくなり、家が快適になったことを実感
しました。

◆ キレイな仕上がりで安心！

塗り替えをきっかけに、塗装屋さんにガイナをお勧めされ採用
いたしました。
特殊な塗料ということだったので、仕上がりがどうなるのか？
と不安に思っていましたが、きれいな仕上がりで、塗り替えて
良かった安心しております。
また、ガイナを塗ってから２階の暑さが和らいだような感じが
しています。
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東京都三鷹市 塗装箇所 ： 屋根・外壁

◆ 表面温度の違いに驚き！

自宅の屋根と外壁を塗り替えるにあたり、ガイナを塗装してい
ただきました。
塗り替えているときから非常に心地よく、塗装が終了した時に、
職人さんから壁の表面温度を教えていただいたのですが、塗装
前と塗装後でハッキリと違っていたので驚かされました。
次の夏を迎えるのが、今から楽しみです。

O 様邸

東京都東村山市 塗装箇所 ： 屋根・外壁W 様邸

◆ ご近所に大好評の仕上がり！

塗り替えでガイナを使用いたしました。
屋根と外装に塗装をしたのですが、落ち着いた風合いの仕上がりと、品
のある色合いで、ご近所の方々から非常にご好評を得ています。
ガイナには効果がたくさんあるだけでなく、仕上がりもきれいなのには
本当に感心しました。

東京都文京区 塗装箇所 ： 外壁F 様邸

長崎県長崎市 塗装箇所 ： 内装R 様邸

◆ 夏期の電気代が低減！

隣が学校のため、外からの音が気になる環境でしたが、ガイナを外壁に
塗装後は外からの声があまり気にならなくなりました。
また、例年冷房を使う夏の時期は電気代が高くなっていましたが、塗装
後は室内が以前より涼しくなり、冷房を使用する機会が少なくなったの
で電気代の節約にもなりました。

◆ 暖房が例年より格段に早く効く環境に！

ガイナを内壁に施工後、室内の煙草の臭いがほとんど無くなりました。
トイレの天井・壁にも塗装しましたが嫌な臭いが気にならなくなり大変
驚いています。
カラオケが好きで良く歌うのですが、クロス貼りの時より音が外部に漏
れなくなりました。又、暖房の効きが例年に比べて非常に早く、本当に
暖かいと実感しています。ガイナの仕上がりはクロスと比較しても高級
感があり大変満足しております。
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大阪府東大阪市 塗装箇所 ： 外壁

◆ 和室やトイレが格段に涼しく！

ガイナを外壁に塗装したところ、夏になるととても暑かった和室や トイ
レが嘘のように涼しくなりました。 また、トタン屋根に響いていた雨音
が静かになり、とても驚いています。

N 様邸

大阪府吹田市 塗装箇所 ： 屋根M 様邸

◆ ガイナで涼しく静かな環境に！

我が家では部屋の一室を利用して学習塾を開いておりますが、騒音や室
内の暑さが以前から気になっていました。
はじめは半信半疑だったですが、ガイナを屋根に塗装したところ見事に
静かで涼しくなり、快適な環境に変わりました。非常に驚いています。

奈良県奈良市 塗装箇所 ： 屋根・外壁F 様邸

大阪府大阪市 塗装箇所 ： 屋上K 様邸

◆ 夏のこもった暑さを解消！

夏になると室内に熱がこもり、毎年暑さに困っていました。
ガイナを塗装した後は、室内がかなり涼しくなり、毎年感じていた熱が
こもった不快な空気が解消されたように感じます。

◆ 温度計の数値が６℃低下！

ガイナ塗装前は室内温度が36～37℃まで上昇していましたが、屋上にガ
イナを塗装してからは室内温度が30～31℃と、外気温とほぼ同程度まで
下がり、塗装でここまでできるものかと、とても驚きました。
日中のこもった暑さも軽減され、大変過ごしやすくなりました。
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埼玉県ふじみ野市 塗装箇所 ： 屋根・外壁

◆ 日中５０℃の屋根裏部屋が外気温程度まで低下！

築14年となり外壁の傷みも酷くなってきたので外装のリフォームを知り
合いの塗装屋さんにガイナでお願いしました。どの位の断熱効果がある
ものかと一番暑い屋根裏部屋に温度計をぶら下げました。夏の日中は
50℃前後と酷い暑さでしたが、なんと塗装後は30℃前後と外気温程度に
推移しており驚きました。
夜は各部屋の窓を開けるだけでエアコン無しで過ごせるようになり、電
気料金が約4割も削減できました。仕上がり感も新築時以上に豪華な感じ
で大変満足しております。

G 様邸

大阪府東大阪市 塗装箇所 ： 屋根・外壁S 様邸

◆ ガイナで暑さを感じない家に！

我が家の2階は、夏になると入るのも嫌なくらい暑くなり、とても困って
いました。ところがガイナを屋根・外壁に塗装すると、嘘のように涼し
く快適に過ごせるようになり、とても驚いています。

大阪府東大阪市 塗装箇所 ： 屋根・外壁K 様邸

和歌山県和歌山市 塗装箇所 ： 屋根T 様邸

◆ すべての階で効果を実感！

ガイナ塗装後は２階の蒸し暑さを感じなくなり、１階の部屋では、今ま
での設定温度で冷房をつけると「寒い！」と感じてしまうほど冷房の効
きが良くなりました。玄関でも今までの暑さがなく、「確実に違う！」
と感じるほど効果を実感しています。

◆ ガイナで住み続けたい家に！

ガイナ塗装後、２階部分の暑さが驚くほど軽減され、とても過ごしやす
くなりました。いずれはこの家を売却しようと考えていましたが、快適
になったこの家に住み続けたいと思います。
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大阪府羽曳野市 塗装箇所 ： 外壁・ベランダ

◆ ペットもよろこぶガイナの効果！

家の中で感じていた暑さがやわらぎ、ガイナの効果に驚きました。また、
夏になるたびに押入れから居場所を変えていた猫が、塗装後は居心地が
良いのか、ずっと押し入れで過ごしています。

K 様邸

大阪府富田林市 塗装箇所 ： 屋根・外壁Y 様邸

◆ ガイナで冷房使用率減少！

暑さが苦手で、気温が高い日は常に冷房をつけていましたが、塗装後は
蒸し暑さを感じなくなり、扇風機だけで涼しく過ごせる時間が増えまし
た。
美観的にも、我が家が新築の様に綺麗に生まれ変わり満足しています。

大阪府柏原市 塗装箇所 ： 屋根・外壁N 様邸

◆ 冷房は３部屋１台！

真夏にガイナを塗装しましたが、塗ったその日から涼しくなり、今まで
の冷房の設定温度では寒く感じるほどになり、2階の子供部屋は冷房をつ
けてもすぐに消してしまうようになりました。
また、１階では扉を開けて３部屋を１台の冷房で涼しくすることができ
るようになりました。暑さを感じない快適な家に変わり、ガイナの効果
に驚いています。
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