
［断熱セラミック］ 

株式会社日進産業 

ガ イ ナ 施 工 事 例 
（断熱効果：住宅･宿泊施設編） 



断熱セラミック 

省エネ事例 

[概要] 

 種  別：個人住宅 

 地  域：高知県 

 施工箇所：屋根/外壁 計200㎡（N-95/25-92B) 

施工前後の電気代比較： 外観： 

▲施工前 

▲施工後 

7月〜９月 
電気代比較 ガイナ施工前   ガイナ施工後   

 年 月 電 気 代 （円）  年 月 電 気 代 （円） 

22’7   14,240   23’7   10,176   

8   14,169   8   9,805   

9   11,084   9   8,289   

  合 計 39,493     合 計 28,270   

11月〜2月 
電気代比較 ガイナ施工前   ガイナ施工後   

 年 月 電 気 代 （円）  年 月 電 気 代 （円） 

22’12   24,505   23' 12   19,958   

23'  1   20,562   24'  1   13,423   

2   14,912   2   10,800   

  合 計 59,979     合 計 44,181   

・年間の電気代を削減 

・夏季：約28.4％ 

・冬期：約26.3％ 



断熱セラミック 

省エネ事例 

[概要] 

 種  別：個人住宅 

 地  域：静岡県 

 施工箇所：内壁 

未施工部屋との温度比較： 間取り図： 

和室 
（内壁に塗装) 

子供部屋 
（未塗装） 

子供部屋 
（ガイナ未塗装） 

和室 
（ガイナ塗装） 

差 

午前7時の 
平均室内温度 

8.2℃ 10.3℃ +2.1℃ 

午前7時における室内温度推移 

・静岡県のＮ様邸では、3面が外気と接するため 
 家の中で一番寒かった和室の内壁にガイナを塗装。 

 
・ガイナ塗装後、午前7時に暖房を切った状態で室内 
   温度を測定したところ、隣の子供部屋より平均で 

   2.1℃ 暖かくなった。（12月に測定） 

ガイナを塗装した部屋
の方が朝方暖かい！ 

寒かった角部屋がガイナで暖かい部屋に！！ 



断熱セラミック 

省エネ事例 

[概要] 

 種  別：個人住宅 

 地  域：長野県 

 施工箇所：内壁・天井・外壁 

長野県のＩ様邸室内： 愛知県のＴ様邸室内： 

ガイナで朝方も暖かい部屋に！！ 

[概要] 

 種  別：個人住宅 

 地  域：愛知県 

 施工箇所：内壁・天井・外壁・ルーフィング  

・ガイナ塗装前は冬季就寝後暖房を切ると、朝方には室温が 
 0℃以下に下がっていることも多かったのですが、ガイナ 
 塗装後は、就寝後暖房を切っても、朝方10℃以下に下がる 
 ことはなくなりました。 

床暖房だけで暖かい！！ 

・一般的な断熱材は使用していませんが、伝統的な工法と 
 ガイナを組み合わせることで冬も快適に。 
・当初暖房は薪ストーブも使う予定でしたが、床暖房だけで 
 用が足りています。 

暖房はエネルギーを大量に使う！！ 

     家庭で消費されているエネルギーの約30％は冷暖房に使わ
れていますが、更に詳しく見ると、冷房用が約2.2％、暖房用
が27.6％と暖房用の方が圧倒的に多く、10倍以上のエネル
ギーを消費していることがわかります。 
  
 そのため暖房の効率を良くすることができれば、夏季の冷房
時以上に大きな省エネ・経済効果を得ることができます。 

出典：財団法人省エネルギーセンター  
家庭部門用途別エネルギー使用量（2000）  
http://www.eccj.or.jp/result/99/03.htmlより作成 

http://www.eccj.or.jp/result/99/03.html
http://www.eccj.or.jp/result/99/03.html


断熱セラミック 

省エネ事例 

[概要] 

 種  別：宿泊施設 スキーロッジ 

 地  域：長野県 

 施工箇所：内壁（壁・天井）  

施工前後の室内温度比較： 外観・間取り図： 

・客室の暖房（温水式）の効きが悪く、暖房を使用しても室内温度が充分に上がらず 

   困ってました。そこで最も条件の悪い角部屋の内装（壁・天井）にガイナを塗装  
 したところ暖房の効きが上昇し、同じ暖房で室内温度が7.7℃暖かくなるように 

 なりました。  

ガイナ塗装による室内温度推移            ※暖房の設定は同じ 

室内温度 温度差 

塗装前 11.9℃ － 

壁塗装 14.9℃ ＋3.0℃ 

壁・天井塗
装 

19.6℃ ＋7.7℃ 

ガイナは塗装で効果的に暖房効率を上昇！！ 



断熱セラミック 

室内の体感温度は・・・ 

と言われています。 

冷房で部屋を20℃に冷やしても、壁が40℃に熱されていると ＝体感温度は30℃ 



断熱セラミック 

ガイナを内部に塗装すると 

10℃ 

10℃ 10℃ 

室温
25℃ 

10℃ 

10℃ 10℃ 

室温 
10℃ 

暖房 

10℃ 

10℃ 10℃ 

室温 
25℃ 

10℃ 

10℃ 10℃ 
室温 
10℃ 

暖房 

25℃ 

25℃ 

塗装前 ガイナ内部塗装 

体感温度＝17.5℃ 体感温度＝25.0℃ 



断熱セラミック 

特殊事例 | ホテル 鬼怒川パークホテルズ様－１  

［概要］ 

種別：ホテル 

地域：栃木県日光市鬼怒川温泉大原１４０９ 『鬼怒川パークホテルズ』 

施工箇所：鬼怒川パークホテルズ様では、屋根・居室の内装をはじめ、配膳室や、畳下、押し入

れなど様々な個所にガイナを使っていただき、室内環境にお役立ていただいています。 

施工目的：断熱・臭い・室内環境改善 

配膳室 

屋根直下の階は、夏になると毎年と

ても暑かったそうですが、ガイナを

塗った後はムアっとした暑さから解

放され、また、窓を開けて風を通す

ととても涼しくなるそうです。旅館

で働く中居さん達もとても驚き、喜

んでくださっているとの事でした。 

配膳室内部は湿度の高さのせいもあ
り、これまでカビ対策に悩まされて
きたそうです。 
ガイナ（抗菌タイプ）を使用し、悩
みが解決。中居さんたちからも喜ば
れているそうです。 

宴会場が地下になっており、外周に面し
た廊下は、これまで結露などに悩まされ
ていたそうです。廊下の内壁にガイナを
塗布したところ、結露が軽減し空気もさ
わやかになったとの事です。 
他の廊下の内装にもガイナを使用して頂
いております。 

屋根 廊下 
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特殊事例 | ホテル 鬼怒川パークホテルズ様－２ 

［概要］ 

鬼怒川パークホテルズ様には、露天風呂付きのお部屋もあり
ます。風呂付のお部屋はどうしても湿気の影響で、シミやカ
ビ・臭いなどの対策に悩まされていたそうです。 
そうした問題を解決するために、鬼怒川パークホテルズ様で
はお部屋の色々な個所にガイナを使っていただきました。 

押入れ・クローゼット 

押入れやクローゼットの内部にガイ
ナを塗布して頂きました。これまで
きれいにしていても露天風呂からく
る湿気の為、気になっていた押入れ
内や寝具の臭いも気にならなくなっ
たそうです。 

畳の下のPボードにガイナを塗布し
ていただきました。こちらの部屋は、
畳側にガイナを塗っていますが、他
にも空気のあたる下端に塗っていた
だいた部屋もあるとの事で、色々な
塗り方を試されているそうです。ガ
イナの空気質・断熱効果等の環境改
善効果を評価頂きご採用頂きました。 

畳下 番外：カフェ 

隣接カフェ『水辺のカフェテラス』 

 
ホテル向かい側にあります、水辺のあ
る庭園に面したカフェです。 
こちらのカフェは平屋建て・鉄骨造で
屋根からの熱が直に伝わり、夏場は非
常に暑かったそうです。ホテルの屋根
にガイナを塗り、夏場非常に涼しく
なった為、同じように暑さ対策として
ご採用頂きました。 
ガイナ塗装箇所：屋根・N-50 


