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Our Mission:

 To create the world, through contributing to clients'profit and living things'benefit.

株式会社東京ランドスケープ研究所
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株式会社東京ランドスケープ研究所
昭和 43 年（1968）6 ⽉ 11 ⽇
4,700 万円
建設コンサルタント業
測量業
⼀級建築⼠事務所
⼀般社団法⼈ ランドスケープコンサルタンツ協会
⼀般社団法⼈ 公園管理運営⼠会
⼀般社団法⼈ ⽇本公園緑地協会
⼀般財団法⼈ ⽇本造園修景協会
⼀般財団法⼈ ⽇本スポーツコミッション

本 社
〒151-0071 東京都渋⾕区本町
1-4-3 エバーグレイス本町 1 階
TEL︓03-6859-1088  
FAX︓03-6859-1087
E-MAIL︓info@tla.co.jp

京王新線初台駅中央改札⼝を出て右 北⼝より徒歩 3 分

株式会社東京ランドスケープ研究所
Tokyo Landscape Architects,inc.

http://www.tla.jp/

HEAD OFFICE

BRANCH OFFICE

神奈川事務所
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原 4-7-10 
TEL︓042-750-3003 FAX︓042-758-8123

茨城事務所
〒305-0074 茨城県つくば市⾼野台 2-5-6
TEL︓029-838-0546 FAX︓029-836-3981

埼⽟事務所
〒358-0047 埼⽟県⼊間市⽊蓮寺 729
TEL︓04-2937-1035 FAX︓04-2937-1036

四国事務所
〒790-0852 愛媛県松⼭市⽯⼿ 4-4-3
グランドハイツ道後 112 号
TEL︓089-906-6656 FAX︓089-906-6658
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1968  EXPO’ 70 サブ広場造園設計
1968  エメラルドタウン基本設計
1970  武蔵丘陵森林公園中央広場等実施設計
1971  長崎市グラバー邸整備計画実施設計
1972  多摩ニュータウン植栽基本計画
1973  沖縄国際海洋博覧会「海浜公園」のうち造園基本設計
1976  松本城中央公園基本設計
1976  丸亀市緑のマスタープラン
1976  タンザニア キリマンジャロ州総合開発計画

1980  新宿中央公園改造設計
1980  国営昭和記念公園詳細設計
1983  つくば科学万博中央プロムナード実施設計など
1985  グランモール公園基本計画検討調査
1985  勾当台公園実施設計
1985  みなとみらい 21 臨港パーク基本設計
1986  国際花と緑の博覧会全体構想
1988  松山総合公園展望広場実施設計
1988  横浜博覧会監理業務

1991  山田緑地基本計画
1992  厚木中央公園施設実施設計
1992  スペースワールドコスモプラザ実施設計
1992  「ザ・リッツカールトン大阪」ランドスケープ計画
1993  藤枝総合運動公園基本設計
1993  鳥取フラワーパーク基本設計
1993  国営常陸海浜公園整備事業計画調査
1994  泉パークタウン公園実施設計
1995  南長野運動公園造園監理業務

2000  彫刻の森美術館ランドスケープ基本設計
2002  上野恩賜公園文化会館周辺再整備実施設計
2004  青葉山公園整備基本計画
2005  青山霊園広場整備実施設計
2005  ノルウェー・日本友好の庭作庭
2006  偕楽園実施設計業務委託
2007  浦安市運動公園基本計画・基本設計
2009  西安国際園芸博覧会会場設計
2009  新宿区 おとめ山公園（区民ふれあいの森）基本計画

受注業務 914 件　表彰業務1件

社会の動き

受注業務1,669 件　表彰業務 7件

受注業務1,890 件　表彰業務 28件

受注業務 857件　表彰業務16 件

2010  錦州世界造園芸術博覧会会場設計
2012  第二次野津田公園再整備基本計画
2013  ホタルの里事業管理運営体制構築支援業務
2014  三陽メディアフラワーミュージアム中庭基本実施設計
2014  府中市生物多様性地域戦略策定業務
2016  大島町メモリアル公園実施設計業務委託
2016  特別史跡特別名勝小石川後楽園保存活用計画
2017  荒川遊園改修基本計画及び基本設計
2017  都市農地保全活用手法の検討を中心とした農地及び公園緑地実証調査

受注業務 398 件　表彰業務 7件
受注業務 5,798 件　表彰業務 59 件合計

（2018 年３月31日現在確認されているもの）

1970 日本万国博覧会開催
1975 沖縄国際海洋博覧会開催

トピックス 1968「ランドスケープジャーナル」創刊
1973 自然環境保全基礎調査（緑の国勢調査）開始
1978「造園ハンドブック」出版

社会の動き 1985 つくば科学万博開催
1987 リゾート法制定
1989 世界デザイン博覧会開催

トピックス 1983 第 1回全国都市緑化フェア大阪開催
1983 国営昭和記念公園 一部供用
1985 日本造園コンサルタント協会 社団法人化

社会の動き 1992 地球サミット（リオデジャネイロ）開催
1993 技術士 環境部門制定
1994 松本サリン事件

トピックス 1990 国際花と緑の博覧会開催
1994 IFLAタスクフォース東京会議開催
1995 世界公園会議開催

社会の動き 2011 東日本大震災
2012 観光立国推進基本計画閣議決定
2015 スポーツ庁発足

トピックス 2012 第 29回全国都市緑化フェア TOKYO
2014 TOKYO GREEN 2020 推進会議
2015 淡路花博 2015 花みどりフェア国際
　　 シンポジウム「パークマネジメントの未来」「

社会の動き 2001 省庁再編、1府 12 省庁へ
2005 愛・地球博（愛知万博）開催
2008 観光庁発足

トピックス 2000 国際園芸・造園博 (淡路花博 )
　　    ジャパンフローラ2000開催
2004 登録ﾗﾝﾄ゙ ｽｹー ﾌ ｱ゚ー ｷﾃｸﾄ(RLA)制度創設
2008 ガーデンアイランド北海道 2008

代々⽊公園国営昭和記念公園

緑地評価システム緑地評価システムワークショップや講習会府中市⽣物多様性地域戦略桜川市景観まちづくりプラン

【 職 能 】
【明日を拓く】
【新ＴＬＡ】

私たちは、「Landscape Science」、「Landscape Planning&Design」、「Landscape Management」の3本の矢を駆使し、人々 のWell-beingの実現に資する（設景：総合的な方向性を決める）職能集団である。
私たちは、創業以来50年の歴史を踏まえ、また、次の50年の時代の要求に対応しながら、スタッフ及び多くの仲間たちとの合従連衡により社会に貢献し、そこから得た喜び・幸せを分かち合う専門集団である。
「新」という漢字は育った「立木」を「 」で切り倒し、日陰だった地面に陽をあて新しい芽吹きを促す、という意味。私たちは日々課題を抽出し、改善を続けながらレベルアップを目指す仕事人集団である。

会長（Founder）　小林 治人
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主な著書

　

委 員 等

昭和 36 年　東京農業大学造園学科 卒業
昭和 43 年　株式会社東京ランドスケープ研究所 設立
　

昭和 47 年　日本造園学会賞（設計部門）
昭和 47 年　東京農業大学造園大賞
平成   3 年　日本公園緑地協会 北村賞
平成   5 年　建設大臣表彰
平成   9 年　日本公園緑地協会 佐藤国際交流賞
平成 13 年　都市緑化推進功労賞
　

平成   7 年　黄綬褒章
平成 13 年　旭日小綬章
　

「設景」その思想と展開
ランドスケープデザイン 1巻～ 3巻
ランドスケープ・造園計画設計 小林治人とその仲間の仕事
　

公益社団法人 日本造園学会 名誉会員
英国ランドスケープ学会 名誉副会長
一般社団法人 ランドスケープコンサルタンツ協会 顧問

社長　小林 新
略 歴

　

主な仕事

　

主な著書
　

委 員 等

平成   2 年　千葉大学園芸学部環境緑地学科 卒業
平成   8 年　米国カリフォルニア州立工芸大学ポモナ校
　　　　　  ランドスケープアーキテクチャー学科修士課程 修了
平成 28 年　株式会社東京ランドスケープ研究所 
　　　　　　代表取締役社長
　

府中市生物多様性地域戦略策定業務支援（平成 26 年度）
都市公園における公民連携策導入業務（平成28年度）
都市と緑・農が共生するまちづくりに関する調査（平成29年度）
荒川遊園改修基本計画及び基本設計（平成29年度）
　

環境都市計画事典 共著
　

日本大学生産工学部 非常勤講師
調布市都市計画審議会 委員
一般社団法人 ランドスケープコンサルタンツ協会 理事
公益社団法人 日本造園学会 理事
World Urban Parks ジャパン 理事

設景家。

明治の漢学者 小沢圭次郎（1842-1932）曰く、

設計とは、家を造る時、請負に出すための目論見書を

作る仕事である。

設景とは、庭造りの趣向・工夫であり、その総合的な

方向性を決める行為である。

職能の明日を拓く ,新 TLA
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