
岡山県岡山市
岡山後楽園（東屋・ベンチ）
さんもく工業一押しの商品!!
日本三大名園と称され、世界各国から観光客が訪れている後楽園。
春は、梅や桜、夏はハナショウブやハスが、美しく育ち
夏と秋には、夜間ライトアップ（幻想庭園）も開催されています。
そんな広大な庭園の外苑に造られた東屋は
観光客の憩いの場として親しまれ、東屋から見える岡山城は
また違った雰囲気です。

テーマや特徴をご紹介

施 工 事 例

島根県鹿足郡津和野町
（木製グレーチング）
島根県の小京都津和野町殿町通りの
古い木製グレーチングを交換しました。
観光客にとても好評です。
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施工事例施工事例

岡山県高梁市
備中松山城（展望台）
雲海に浮かぶ備中松山城は、別名：天空の城と呼ばれ訪れる人が時間を忘れてしまうほど、
景色に見とれてしまい、松山城以外にも、高梁市の街並みが一望できます。
展望台周辺では国指定天然記念物の野生猿に出会うこともあり、
景色に癒され、かわいい動物に癒され、とても落ち着くことのできる
良き場所に建てられた展望台の修繕を任せていただきました。
私たちはこのような素晴らしい景色を、きれいな展望台から眺めて欲しい、
この場所に訪れた方に感動していただきたい
その一心で計画をさせていただきました。

計画段階では古くなった格子部分を
取り換えて、床板に滑り止めを
取り付ける修繕でしたが、
階段部分に手摺りを取り付けた方が
安全で快適な昇り降りが
実現できると提案をしました。

塗装をすることで
新品のような輝きを取り戻します。
輝きを取り戻した展望台の上から
見る備中松山城は何倍も輝きが増し
訪れたみなさまが笑顔で帰っていた
だけるように仕上げました。

格子を使用していなかった部分には格子を取り付けてお子様たちも安心して利用できるよう
安全面にも配慮し、見た目も重視した修繕となりました。

before

before

before

after

after

after
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施工事例施工事例
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施工事例施工事例

岡山県加賀郡吉備中央町
かよう道の駅（水車 修繕）
岡山県にある、かよう道の駅に造られた水車を修繕いたしました。
道の駅は、地域の方そして遠方からのお客様が多く来られる場所で
その一つ一つが、岡山県を代表する場所であり、象徴とも言える場所です。
そのような施設の修繕を依頼していただきとても光栄でした。

before

before

after

after

経年により劣化した水車の車輪部分は新しい物に取替えました。
既設の物と同じものではなくデザインを変えることで、おしゃれに仕上げました。
その土地柄、気候、見た目などでサイズやデザインは変わっていきますがどんなご要望でも
お受けいたします。

壁板部分も新しい物に取替えて、漆喰も補修作業をいたしました。
壁をきれいにするだけで、こんなにも違って見えます。
長持ちさせるには、日々の手入れや悪くなった場所の修繕が必要になります。
定期的にメンテナンスをして、後世にも日本の古くから伝わる木造建築を残してあげたいと考えています。
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施工事例施工事例

山口県美川市（水車）
揚水・脱穀・製粉・製糸など幅広く使用されていた水
車ですが、蒸気機関や電動機が普及し始めてから、動
く水車を見ることが少なくなってきました。
ですが地域の方々そして私たちはこんな古き良き文化
を後世に残していきたい。
そんな思いから、山口県美川市に水車を造りました。
地域で育てたそばが収穫の時期になると、この水車を
使った、そば作り体験イベントが開かれており、地域
の人や観光で来られた方が交流を深めるきっかけに
なっています。

鳥取県境港市　夕日ヶ丘公園（展望デッキ）
境港市の夕日ヶ公園墓地の中にある木製の展望デッキです。
朝の散歩する人や、ジョギングする人が良く訪れる施設です。
夕方には夕日を見る人もこの展望デッキを利用しています。
水辺の鳥達も羽を休めによく来ます。
お土産も残しちゃいますが（笑）。

島根県松江市　玉造温泉（木製デッキ（イペ材））
松江市の玉造温泉街の真ん中あたりにこの木製デッキが
川の両端にあります。夏には夕涼みに訪れる大勢の観光客で賑わ
います。
冬もこの一角に足湯がありここも、ほっとするスポットです。
施工後、５年ぐらいたっていますが周囲の景色に溶け込んでいい
雰囲気を出しています。この主張しすぎないのが木のよさと言え
るような気がします。

島根県松江市　玉造温泉（足湯東屋）
松江市の玉造温泉街の真ん中あたりにこの足湯東屋が
あります。この温泉街には多くの木製施設があります。この足湯も
たくさんの観光客の皆さんや地元の方も多く利用されています。
足湯っていいですよね。ほっとするひと時をぜひみなさんも
体験してみてください。木ってあったかいなーと再確認しますよ。

島根県出雲市　宍道湖自然館ゴビウス
（木製デッキ）
宍道湖の西側にある宍道湖自然館ゴビウスの正面玄関の真正面にあ
る老朽化により更新することになり、そのときの要望で屋根付デッ
キを２箇所つくることになりました。この広場には他に日陰や雨宿
りするところがなく、これができて遠足等で訪れる子供達や、家族
づれにも大変好評をいただいております。やっぱり木の施設ってま
わりの景色となじんでいいですねー。

時間の経過で趣ある水車小屋に

新設時の写真　下は７年経過後の写真
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施工事例施工事例

岡山県真庭市
真庭市道の駅（サイクルスタンド）
真庭市にある、道の駅醍醐の里には、レストランの他に産地直送の
お土産売り場もあり、遠方から来られた方が、休憩所で、真庭市の
名産品を、口にしている姿をよくお見かけします。
そこで、自転車で来られる、ロードレーサーの為に造られたのがこ
のサイクルスタンドです。
今までは、自転車を壁に立てかけたり、地面に寝かせていましたが
サイクルスタンドを設置することで、大切な自転車を傷つけること
がなくなり、スペースも最小限で納まるようになりました。

岡山県岡山市
西川緑道公園（パーゴラ）

岡山県岡山市
JR岡山駅（ふるさとベンチ）
岡山県、JR西日本岡山支社、岡山県木材組合連合会、
岡山県畳表花

か
莚
えん
卸商業組合が共同で企画したコンペティションで、

さんもく工業株式会社の「ふるさとベンチ」が採用されました。

山口県防府市
三田尻塩田記念産業公園（暗溝）
塩の一大生産地として栄えた「三田尻」の功績を後世に伝える施設
となっています。
古い暗溝をそのままの形でリニューアルしました。

山口県宇部市　ときわ公園（東屋）
ときわ公園は常盤湖を中心に広がる緑と花と彫刻に彩られた総合公
園です。
この東屋は常盤湖周辺をランニング・ウォーキング利用される方な
どが常盤湖を眺めながら休憩できる場所となっています。

車いすスロープ

TOMARIGI
「TO・MA・RI・GI」は、1本の柱と1枚の座板というシンプルな構造とす
る事で自然の風景に調和するベンチです。
「TO・MA・RI・GI」は、座る方向を選ばない一人掛けベンチです。
背を向けることで「個」の空間を、また対面することで「和」の空間を創
造し、様々なシチュエーションに対応できます。

山口県　江原多目的集会所前（東屋）
多目的集会所前のコンパクトな東屋となっています。
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