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運営・コミュニケー ション

かなたけの里公園 におけるパークマネジメント

けいはんな記念公園における参加型環境整備事例

七ヶ浜町の復興まちづくり事業における景観再生計画

南池袋公園

天王寺公園エントランスエリア “てんしば”

水上公園

福徳神社・福徳の森

虎渓用水広場

石巻・川の上プロジェクト百俵館1期工事

三星小中学校通学路整備工程

済衆館病院 西館ランドスケープ

公益財団法人浅香山病院（ 一般科）

都市環境

品川セントラルガー デン

台湾宜蘭県冬山郷郷政中心及び
周辺区域環境整備事業

狭山市駅西口地区市街地再開発事業
「スカイテラス」

品川シーズンテラス ノ ース＆サウスガー デン

グランモ ー ル公園再整備

大手町フィナンシャルシティ（二次街区，三次街区）
ランドスケープ計画

シンボルロード「大分いこいの道」の計画・設計

横浜市庁舎緑化再整備 ～街のリノベーション～

新彊博楽文化路ロータリ ー

エコロジ一

女神の森セントラルガー デン

ケラ池（スケートリンク）

安川電機「YASKAWAの森」

気仙沼清涼院樹林墓苑

冬山河森林公園 一 生態緑舟 一

宇部市ときわ動物園
「アジアの森林、アフリカの丘陵・マダガスカル」

宇部市ときわ動物國
「中南米の水辺、山ロ ・ 宇部の自然」

オフィス ・ 商業空間

東京ガー デンテラス紀尾井町

二子玉川ライズニ期事業 ランドスケープ計画

フォー シーズンズホテル京都

TRI-SEVEN ROPPONGIと天祖神社

Koboパーク宮城

星野リゾート界加賀庭園改修工事

トキハわさだタウンフェスタ広場改修

コ ープ共済プラザグリーンブラインド

新ダイビル 堂島の杜

庭園

風景式庭圏内洗心倶楽部

富山城址公園 日本庭圏・露地

蓮華院誕生寺 本院庭園

びわこ池田記念墓地公園 近江庭園

英国大使館別荘記念公園

グッドタイムリビン嵯峨広沢庭園

溜陽万科 溜陽柏翠園

国史跡田主丸大塚古墳

第32回全国都市緑化あいちフェア会場設計

夢舞台の庭

キャンパス

近畿大学東大阪キャンパス西門広場

名城大学ナゴヤドーム前キャンパス

学校法人常翔学園 大阪工業大学梅田キャンパス

広島修道大学キャンパス ランドスケープ計画

神奈川工科大学キャンパス ・ リニュ ーアルプロセス

生活

パークマ ンション三田綱町 ザフォレスト

MAJES元麻布GARDENS

桜上水ガーデンズ ランドスケープ計画

プラウドシティ阿佐ヶ谷／阿佐ヶ谷住宅建替え計画

ライオンズ立川錦町レジデンス

富久クロス

天津万科新梅江柏翠園1期

漢南ザ・ヒル

深訓漢京九熔台

松原団地西口公園



【空間設計部門】

星野リゾ ー ト 界加賀庭園改修工事
Hoshino Resorts KAI Kaga 

石川県加賀市

Kaga City, Ishikawa 

中庭Inner Garden ('15.11) 

ふ
九谷焼タイルとタイル張り施工中 Kutani Porcelain Tiles ('15.09) アカマツ搬入施工中During Construction: Bringing the Pine Tree ('15.09) 

石川県と京都の融合
石川県加賀市山代温泉にある温泉旅館「星

野リゾ ー ト 界 加賀」の庭園改修工事であ

る。 施設のテ ーマである「ご当地」をコンセ

プトに設計した。 石川と京都の文化が融合し

た庭園である。 作庭には石川県産の樹木・石

材・タイル等を使用し， 石川県で培われた感

性・技術・知識を有した職人の方々に御協力

いただき創りあげた。 庭園は主に4つに分か

れており， 「川の流れ」によって空間に繋が

りをもたせている。

①前庭
お客様をお迎えする最初の空間として相応

しい庭園を設計した。 紅殻格子の歴史ある建
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築物に調和する庭園で「あられこぼし」や

「延段」など庭師の伝統技術を用いた， 上質

で洗練された空間を創りあげた。

②中庭
石川県・加賀の文化を感じる庭園で加賀友

禅をイメ ージしたタイル張り， 兼六園の琴柱

燈籠， 能登半島のアカマツ， 紅殻（べんが

ら）を使用した赤壁など， 石川県の文化が凝

縮された庭園である。 タイルには九谷五彩の

色を用いた九谷焼タイルを使用している。 石
川産のツバキやノトキリシマッツジ等， 四季

折々の彩りも楽しめる華やかな空間である。

③茶庭
山中を思わせる落ち着いた空間である。

魯山人ゆかりの茶室や杉の大木等からこの

空間の歴史を感じる ことができる。 お客様が

「おもてなしの心」に触れ， 心穏やかな時間

を過ごしていただけるような落ち着いた景色

を創りあげた。 茶庭は中庭， 前庭へと続く流

れの上流部にあたるため， 豪快な滝石組みを

配し見応えのある庭園としている。

④風呂庭

お風呂から眺める 一枚の絵画のような景色

を創りあげた。 仕立物のマツや竹垣等が限ら

れた空間を魅力的にしている。 冬はマツに雪

吊りを行うことで， 季節感と石川県らしさを

演出している。
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植禰加藤造園株式会社

Ueyakato Landscape 

前庭Front Garden ('15.11) 茶庭Tea Garden ('15.11) 
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風呂庭Bath Garden ('15.11) 

The fusion of Ishikawa and Kyoto 
The Hoshino Resorts KAI Kaga garden 

concept is "local," aesthetics of this area. The 
gardens were created with collaboration of " 
traditional Kyoto craftsmanship" with the "local 
aesthetics of Ishikawa Prefecture." Local 
materials from Ishikawa Prefecture such as 
trees, stones, and tiles were used to create 
these gardens. 
①Front Garden: This garden was designed to 
create an appropriate atmosphere as the first 
area that will welcome guests. The "arareko
boshi" (hail stone paving) and stone pathways
are made with traditional techniques. 

②Inner Garden: The garden reflects the cultural
art of Ishikawa Prefecture by placing tiles in the
image of "Kaga Yuzen". The tiles are Kutani
porcelain tiles that are colored in the fashion of 
the "Kutani-gosai" (5 colors of Kutani-style).
③Tea Garden:The atmosphere reflects a
tranquil scenery in the mountain. There is an
impressive and magnificent stone arranged
dry-waterfall in this garden.
④Ba th Garden: This scenery is created 111 a
large picturesque style that can be leisurely
enjoyed廿om the bath. The finely pruned pine
and bamboo fence give an attractive charm to
this enclos叫space.
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平面図Design Plan 

作品評（杉浦 榮）
加賀の風上と文化を尊重した現代的な作庭

が、 町家を改修した建築をより魅力的な空間
へと昇華している。 茶庭は、 多様な小空間や
要素が緻密に配され、 コ ンパクトながら様々
な表情が伺える。 中庭の九谷焼の五色の陶板
張りは、 作者の気概を感じる刺激的な試みで
あり、 周囲の作庭とは一線を画した仕上がり
である。 対して、 浴室の坪庭はシンプルさが
際立つ。 地元業者との協働や地元材及び技術
の取り入れなど、 京の文化を取り入れながら
も独自の文化を養って来た加賀という地域へ
の敬意が感じられる庭である。
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東京ガー デンテラス紀尾井町

所在地：東京都千代田区紀尾井町 1-2他

事業主：西武プロパティー ズ

計画 ・ 設計・監理

晶本構想：日建設計， 岸孝・宮城俊作・山根

喜明（設計組織プレイスメディア）

基本計画：岸孝• 宮城俊作・山根喜明 （設計

組織プレイスメディア）

基本設計：同上

実施設計：同上

施工監理：同上

計画及び設計協力

景域計画〈紀尾井の森 （光の森）

環境計画〉

施 工者：森智浩（西武建設）， 奥永一義（西

武造園）

建築設計：日建設計， Koh nPedersen Fox 

Associates（外装デザイン）

照明設計：Lig hti ng Pla nners Associates 

アート計画：織絵

計画・設計期間

2011年12月～2016年5月

施工期間：2013年1月～2016年5月

規 模：敷地面積約30,400 rrl 
キーワ ード

立体廻遊 ， 外濠 ， 桜， 水景 ， ビオ

トープ

立地条件：第二種住居地域， 準防火地域 ， 第
一種文教地区， 第二種風致地区，

紀尾井町地区地区計画， 紀尾井町

南地区地区計画， 再開発等促進区

二子玉川ライズニ期事業ランドスケ ー プ計

画

所在地：東京都世田谷区 玉川一丁目14番

1号

事業主：二子玉川東第二地区市街地再開発

組合

計画・設計 ・ 監理

堪本構想： 平賀達也・板垣範彦（ランドスケ
ープ・プラス）

基本計画：同上

基本設計：同上

実施設計：同上

施工監理：同上

計画及び設計協力

施 工者：鹿島建設， 箱根植木， 東急グリ ー

ンシステム

建築計画：日建設計・アールアイエー・東急

設計コンサルタント設計共同企業

体

照明計画：LIGHTDESIGN INC 

サイン計画

井原理安デザイン事務所

計画・設計期間

2008年9月～2011年12月

施工期間：2014年1月～2015年6月

規 模：敷地面積／28,083 m (Il -a街区）

キーワ ード
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全延床面積／ 約157,000 吊， 緑

地面積／ 地上約1,927 m, 屋上

約5,812吊

市街地再開発， エコミュ ー ジアム，

ソーシャルエクイティ， 都市型環

境教育， 屋上緑化， 雨水利用

立地条件：近隣商業地域， 河川中流域 ， 風致

地区

フォ ー シ ーズンズホテル京都

所在地：京都府京都市東山区妙法院前側町

445-3 

事業主：京都東山ホスピタリティアセット

特定目的会社

計画・設計・監理

基本構想：BuregaFa rnel lシンガポール

基本計画：塚本英文・大久保宏紀 （（株）ランド

スケ ープデザイン）

基本設計：同上

実施設計：同上

施工監理：村瀬文彦（ワ ー ズ・デザイン）

計画及び設計協力

西武造園

施 工者： 小坂泰文・渡邊英之（西武造園）

建築設計：久米設計

茶室設計：山本良介アトリエ

エントランスキャノピー設計

光井純＆アソシエー ツ建築設計事

務所

計画・設計期間·

2011年6月～2013年8月

施工期間：2013年9月～2016年6月

規 模：敷地面積 約20,435rrl

キーワ ード
設計対象面積 約10,500rrl

京都 ホテル， 積翠園 ， 史跡， 池

泉舟滸庭園

立地条件：第二種住居地域， 第一種中高層住

居専用地域， 風致地区

TRI-SEVEN ROPPONGIと天祖神社

所在地：東京都港区六本木 7丁目7番7号

事業主：ペンブローク・リアルエステート・

ジャパン ・ エルエルシー

計画 ・ 設計 ・ 監理

基本構想．ー一

基本計画：山本紀久・山野秀規 （愛植物設計

事務所）

基本設計：山野秀規 ・ 丸山英幸（愛植物設計

事務所）

実施設計：山野秀規 ・ 中井理佐子（故人）．

丸山英幸・ 渡過幸太（愛植物設計

事務所）

施工監理：山野秀規・中井理佐子（故人）．

渡邊幸太 （愛植物設計事務所）

植栽管理監修

山野秀規・倉田香織・鈴木美枝子

（愛植物設計事務所）

設計協力．一

施 工者：後藤良太・山本達也（竹中工務店），

岡川保（朝日興産）， 吉川順二 （稲

治造園工務所）

建築設計：竹中工務店

建築外装計画

光井純アンドアソシェー ツ建築設

計事務所

照明計画：内原智史デザイン事務所

サイン計画

八島デザイン事務所

併設作品：なし

計画・設計期間

平成23年1月～平成26年3月

施工期間： 平成26年4月～平成28年3月

規 模：敷地面積約4,800 m

キーワ ード

市街地再開発 一体的な開発神

社境内， オフィス外構， グリーン

ウォ ール

立地条件：近隣商業地域

Koboパー ク宮城

所在地：宮城県仙台市宮城野区宮城野

2-11-6 （宮城野原公園総合運動

場内）

事業主：楽天野球団

計画・設計・監理

基本構想：西川晃司·永石貴之（（株）ランド

スケ ープデザイン）， 岡村耕治

(KAJIMA DESIGN) 

基本計画：同上

基本設計：同上

実施設計：同上

施工監理：同上

計画及び設計協力

施 工者：菊池隆史 （鹿島建設東北支店）

併設作品：建築 岡村耕治 (KAJIMADESIGN) 

計画・設計期間

2004年10月～2008年3月（コ

ンペ・1~3 期）

2015年9月～2015年11月(11

期）

施工期間：2015年11月～2016年3月

(11 期）

規 模：楽天Koboパーク宮城／ 6.7ha

キーワ ード

（内スマイルグリコパーク／約

5,900団）

都市公園野球場 ， ボールパーク
の進化

立地条件：都市公園 （運動公園）

星野リゾ ー ト 界 加賀 庭園改修工事

所在地：石川県加賀市山代温泉18-47 

事業主：星野リゾート

計画・設計・監理

基本構想：安野肇・小山由美（植禰加藤造園）

基本計画：同上

基本設計：同上

実施設計：安野肇 ・ 橋本久範• 井上靖智 ・ 小

山由美（植禰加藤造園）

施工監理：同上

計画及び設計協力

南田康孝 (CUH- K AN)

施 工者：植弾加藤造園（橋本久載•井上靖智）

併設作品：なし

計画・設計期間

2014年10月～2015年7月

施工期間：2015年7月～2015年11月

規 模：施工面積498吊
キーワ ード



日本庭園， 茶庭， 温泉旅館， 九谷

焼陶板， 加賀友禅

立地条件：商業地域

トキハわさだタウン フェスタ広場改修

所在地：大分県大分市玉沢字楠本755-1

事業主： トキハ

計画・設計·監理

基本構想： 濱久貴 ·小澤亮太（フィ ー ルド

フォ ー デザインオフィス）

基本計画：同上

基本設計：濱久貴・小澤亮太•田中静香（フィ ー

ルドフォ ー デザインオフィス）

実施設計：同上

施工監理：同上

計画及び設計協力

施 工者：清水建設

併設作品

計画・設計期間

2015年10月～2016年1月

施工期間：2016年2月～2016年4月

規 模：1800rrl 

キー ワ ー ド

中庭広場郊外型商業施設， イベ

ント

立地条件：大分都市計画区域， 市街地区域，

商業地域

コ ー プ共済プラザ グリ ーンブラインド

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13

事業主：日本生活協同組合連合会

計画・設計・監理

基本構想 根本哲夫・西大輔・豊田充規（日

建設計）

基本計画 根本哲夫・西大輔・豊田充規（日

建設計）

彗本設計 根本哲夫・西大輔·豊田充規（日

建設計）

実施設計 根本哲夫・西大輔・豊田充規（日

建設計）

施工監理 根本哲夫・西大輔・豊田充規（日

建設計）

施工者 稲垣正成・菊地のぞみ（フジタ），

長田宣弘（ トヨタルーフガー デン）

計画・設計期間

2011年11月～2013年2月

施工期間：2013年3月～2015年3月

規 模：敷地面積1,556.80rrl, 壁面緑化

キー ワ ー ド

面積約1,800m

オフィスビル， 壁面緑化， グリ ー

ンブラインド ， つる植物， 環境配

慮

立地条件：商業地域， 第二種中高層住居専用

地域

新ダイビル 堂島の杜

所在地：大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1

事業主：ダイビル株式会社

計画・設計・監理

基本構想：根本哲夫（日建設計）

基本計画：根本哲夫・小松良朗（日建設計）

基本設計：根本哲夫・小松良朗（日建設計）

実施設計：根本哲夫・小松良朗， 橋上司（日

建設計）

施工監理：根本哲夫・小松良朗（日建設計）

計画及び設計協力

堀大オ・三戸久芙子（特定非営利

活動法人樹木生態研究会）

安達永真（晴雨ランドスケ ー プ）

施 工者：羽屋戸宏行（大林組）， 平位啓一

郎・打越美由紀（住友林業緑化），

中埜宏亮（稲治造園工務所）

併設作品

計画・設計期間

平成20年1月～平成24年8月

施工期間： 平成24年8月～平成27年3月

規 模：8,426.76吊

キー ワ ー ド

植栽， 移植， 散策路， 水盤， 滝組

立地条件：商業地域， 防火地域， 駐車場整備

地区
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