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（株）景観設計・東京はインターナショナル ダイアモンド賞を

ヨーロッパのクオリティ リサーチ ソサエティから受賞しました。

ANNOUNCEMENT

　㈱景観設計・東京は去る６月２４日にヨーロッパ、

ローマで開催された European Society of Quality 

Research の annual meeting で、“インターナショナ

ル ダイアモンド賞”を受賞しました。授与式は６月

２４日（日）の 10:00am ～ 12:30pm、ローマ市のボ

ルケード公園近くのパルコ・ディ・ プリンシピホテ

ルで行われました。又、受賞者を招待したディナー

が 6:30pm より同ホテルで行われました。

　この“インターナショナル ダイアモンド賞”は㈱

景観設計・東京のこれまでのランドスケープ分野、

特にサステーナブルデザインへの長年の努力に対す

るもので、同分野での仕事（デザイン）へのクオリ

ティの高さと実績の積み重ねに対し、インターナショ

ナル賞として授与されました。

尚、今回の受賞は世界各国から色々な分野に渡り

２５社が選ばれました。

　Tooru は、彼のランドスケープアーキテクチュア作品レベルを芸術の域にまで実践している人です。

彼の作品は、東洋と西洋両方の理論の融合から導き出されています。彼は、ヒデオ・ササキ、ガレット・エクボ、

ロバート・ザイオン等のアメリカの師のモダンデザインコンセプトを大切にして作品の実践を行ってきました。

また同時に、彼は母国である日本文化のデザインの伝統性に敬意を払っています。そのことによって、彼の作

品は、ランドスケープデザイン界にとって類のない貢献を生み出しています。

　Tooru のランドスケープ作品は、2002 ASLA Honor Award を含む数々のすばらしい賞を受賞しています。彼

のリーダーシップの下、彼の事務所の作品は、大きなインターナショナルデザインコンペ等を含めて多くの入

賞を果たしています。

　Tooru は、40 年を超えるランドスケープアーキテクチュアの設計経験があり、この間の業績は、アメリカの

ランドスケープ界にとっては高く評価出来る業績です。

Bruce Sharky, FASLA, Professor at Louisiana State University

Recommendation Statement for  FASLA Nomination:
Tooru has demonstrated mastery of the art of landscape architecture.  His works of landscape architecture draw from both eastern and western design theories.  He carries 
forward the modernist design concepts of his U.S.-based mentors, including Hideo Sasaki, Garrett Eckbo, and Robert Zion, while at the same time honoring the design traditions 
of his native Japanese culture, thus creating his unique contribution to landscape architectural design.  Tooru's landscape architecture work has been recognized with nearly a 
dozen significant awards, including a 2002 ASLA Honor Award.  Under his leadership, his firm's work has achieved three 1st place finishes and three 2nd place finishes in major 
design competitions.  Tooru has achieved  these exceptional accomplishments over a four-decade career in landscape architecture that has also included substantial writing and 
lecturing on landscape architecture and design.           Bruce Sharky, FASLA, Professor at Louisiana State University

都田徹 FASLA 受賞の時の推薦の言葉：

On June 24th, 2012, KEIKAN SEKKEI TOKYO Co.,Ltd received the 
"International Diamond Prize for Customer Satisfaction" at the annual 
meeting of the European Society of Quality Research held in Rome, 
Italy.  The Award Ceremony and Gala Dinner took place at Parco Dei 
Principi Grand Hotel & Spa located near Villa Borghese, the second 
largest public park in Rome.   
In 2012, there were 25 recipients of the "International Diamond Prize 
for Customer Satisfaction" from diverse fields and located in all over 
the world.  This prize was awarded to KEIKAN SEKKEI TOKYO Co.,Ltd for 
their devotion to sustainable design and significant accomplishment of 
high quality landscape architectural works.

Principal, Kinoto MiyakodaPresident of KEIKAN 
SEKKEI TOKYO Co.Ltd, 
Tooru Miyakoda,FASLA

今年表彰された２５社の会社

受賞ディナーの様子

受賞式と受賞スピーチの様子

ヨーロッパ クオリティ リサーチ ソサエティからの表彰状


