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PLACEは、景観設計、
プランニング、
アート、都市計画、そしてチームの信条の基盤となる、協調的な環境に息
を吹き込むことに取り組んでいる進歩的なデザインスタジオです。世界中の私たちのパートナーシップは、
卓越したデザイン性、場の創造、
ウォーターフロントプランニングから卓越した都市開発にいたるまでの革
新的な環境保護の実践への専心において、
クライアントや専門家のコミュニティーから高く評価されていま
す。私たちの道程は、
自然界での一歩先をゆく大胆なアイデア、先駆けとなるコンセプトや時代を超越した
技術の印象的な体験などの世話役を努めることです。PLACEスタジオは、充実した独特な生活様式への要
望が永続的な関係を尊重するものであるという創造的な文化を明らかに象徴しています。
PLACE is a progressive design studio committed to inspiring landscape architecture, planning, art, urban design, and a conviction
for a collaborative atmosphere, the foundation of the team’s philosophy. Reflected in our partnerships worldwide is a dedication to
design excellence, placemaking, and innovative ecological practices, from waterfront planning to distinctive urban developments
that earn the respect of our clients and the professional community. Our journey represents a stewardship of the natural world
advancing bold ideas, vanguard concepts, and memorable experiences of timeless craft. PLACE studio unequivocally represents a
creative culture where a desire for fulfilling our distinctive lifestyles honors lasting relationships.
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ZGFは、所員450名を擁する建築設計、都市計画、インテリア・デザインを手掛ける事 務所であり、ポートラン
ドを拠点として、ロサンゼルス、
シアトル、ニューヨーク、
ワシン トンD.C.にオフィスを構えている。ZGFの業務
には多様なプロジェクトが含まれるが、その対象は企業の敷地から公共施設や文化施設、
また地域社会や
天然資源を効率 的に利用したライトレイルなどの交通網敷設にまで至る。ZGFの手法は、それぞれの 場所
が持つ特性に目を向け、既存の環境に配慮した建物を生み出しつつ、周辺環境 をも強化改善してゆくとい
うものである。ZGFは、
この手法を世界の他の地域や環境 へも適用してゆく能力を身に付け、業務を行う際
の基本的方針としている。米国建築 家協会誌であるアーキテクト・マガジン誌にそのような取り組みが評価
され、ZGFは、現在米国で４番目に優秀な建築設計事務所としてランクされている。
ZGFは60年近くに渡り、国際的にも国内でも、数多くの多様なプロジェクトのマスタープラン、建築設計、施
工監理に携わっており、大学のキャンパスや企業の敷地、都心から辺境のプロジェクトまで様々な事例に対
応してきた。
また、公共投資ならびに民間投資において何億ドルもの枠組みを提供した設計指針や土地利
用方針、
プログラム作り、マスタープラン開発にも貢献してきた。
こうしたプロジェクトの多くにおいて、ZGF
は、民間ディベロッパー、土地所有者、学校、市、郡および州の機関といった顧客それぞれのニーズに合わせ
た対応を行ってきた。大規模ミクストユース・プロジェクトに関するマスタープラン立案については、ZGFは、
初期計画、基本指針、デザイン戦略およびその実行方法の設定に至るまで主導的役割を果たしてきた。同時
に当該プロジェクトでは、ZGFは都心における何棟ものミクストユース建物の建築設計を行っている。
ZGF Architects LLP is a 500-person architectural, planning, and interior design firm with offices in Portland, Los Angeles, Seattle, New
York,Washington, D.C., and Vancouver B.C. Our work represents a diverse mix of projects, ranging from institutional and corporate
campuses to civic and cultural facilities, and regional transportation systems that uses community and natural resources efficiently.
Our approach is to look at the unique qualities of each place and to create buildings that respect the existing environment and
strengthen or even heal the fabric of which they become a part. ZGF has learned to transfer this capability to other locales and
circumstances throughout the world, adopting it as a very basic principle in its work. Currently ZGF is ranked 4th in the U.S. by
Architect Magazine.
For nearly six decades, ZGF has master planned, designed, and built a diverse portfolio of projects internationally and across the
United States, in settings ranging from college and corporate campuses to urban centers and rural communities. We have been
instrumental in the development design guidelines and land use policies, programs, and master plans that have provided the
framework for hundreds of millions of dollars in public and private investment. Many of these projects have been coordinated and
funded through unique partnerships including private developers, property owners, city, county, and state agencies. Our experience
in master planning for large mixed-use projects includes multiple projects in distinct districts where we have led the development of
plans, guidelines, strategies and implementation. Included in this is the design of the infrastructure, institutions, and private projects
that are implemented in the district, as well as the design and development of individual mixed-use projects within the core of a city.
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ガーデン地区/THE GARDEN

コモン地区/THE COMMONS

タウン地区/THE TOWN

ガーデン地区は、他地区と比べて街区規模が大
きく、オフィス、研究棟、マンションの建設が可能で
す。東側は研究棟とオフィスビルを隣接して建てる
には最適の場所で、企業や研究機関を誘致する
のに相応しいエリアです。マンションは西側に、賃
貸と分譲双方の建設の可能性が考えらます。

コモン地区はイノベーション・キャンパスの中心地
区で、調整池があるので公共空間的な性格を持
ちます。その公共性に鑑み、コミュニティー活動の
場や調整池という自然環境に隣り合うオフィス/商
業/研究のミクストユース建物の建設が考えられま
す。

タウン地区は既存建物が多く、駅東口街区を除
き、小規模開発に相応しいエリアです。建物が小
規模になるので、建物間の空間も狭くて親密で
あるという魅力があり、代官山に似て小～中規模
開発プロジェクトが並ぶような個性を生かす事が
可能です。

The Garden has the potential to accommodate
both rental and owner occupied residential
space. Because of the larger blocks, office,
retail, research, and residential uses can be
developed together in a compatibale way. This
is a good location for build-to-suit research
and office uses.

The Commons is a civic focal point for the
adjacent neighborhoods and the region. Due to
the large site area and its civic nature, it could be
a mixed use spec office/retail/research facility
in close proximity to community activities and
the presence of nature, as provided by the
pond.

The Town takes its shape from the presence
of pre-existing buildings that constrain the
potential for larger footprint projects but create
opportunities for smaller scaled development
projects. The virtue of smaller sized buildings
and narrower spaces between buildings will
create a distinctive character that is more like
the Daikanyama area.
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Biohabitats 、マルチ規律水資源設計と計画事務所は、生態学的プロセス、経済的な回復力と文化の活力を
再生するために、世界中の当社の顧客と協力してきました。私たちのチームは30年以上にわたって統合さ
れた、革新的な持続可能性の計画と水管理を開発者に支援してきました。私たちは、持続可能性は、責任を
持って、
スマートでの構築についてであると考えています。それは、
プロジェクトの長期的な波及効果とライ
フサイクルコストを考慮してすべてのドルと天然資源の有効性を最大化を意味します。
当社の統合「再生デザイン」
アプローチを開発景観と地域社会の不可欠な部分として機能して緑色の基盤シ
ステムの重要性を強調している。
このアプローチは、将来のすべての努力を知らせる機能的持続可能性フレ
ームワークを作成、複数のスケールで積み重ねられた給付の風景の接続性、適応性、および設計に重点を伴
う。私たちは、地域社会の発展と財政責任ある方法で、限られたリソースを割り当てるながら節水と回復の
可能性が最大の達成との間でバランスを取る必要性の課題を理解しています。当社のクライアントが原因
我々の経験のBiohabitatsへの投資と私たちは持って来る革新のための大きな価値を得る。
フィールド内の
ベテランのチームとして私たちの本当の強みの一つは、右の統合水戦略割り当てることである - 包括的か
つ専門的な生態学的解析、エンジニアリングと
Biohabitats, a multi-discipline water resource design and planning firm, has worked with our clients throughout the world to
regenerate ecological processes, economical resiliency and cultural vibrancy. Our team has been helping developers with integrated
and innovative sustainability planning and water management for over 30 years. We believe sustainability is about building smart
and responsibly. That means maximizing the effectiveness of every dollar and natural resource by considering a project’s long-term
ramifications and life cycle costs.
Our integrated “regenerative design” approach stresses the importance of a functioning green infrastructure system as an integral
part of the developed landscape and community. This approach involves a strong focus on landscape connectivity, adaptability, and
designing for stacked benefits at multiple scales, creating a functional sustainability framework that informs all future efforts. We
understand the challenges of community development and the need to strike a balance between achieving the maximum water
saving and restoration potential while allocating limited resources in a fiscally responsible way. Our clients get great value for the
investment in Biohabitats because of our experience and the innovation we bring. One of our real strengths as a team of veterans in
the field is in assigning the right Integrated Water Strategies - comprehensive and specialized ecological analysis, engineering and
design services for the creation of water, wastewater and water reuse systems.

MIF 2015

BIOHABITATS

BIOHABITATS

BIOHABITATS

BIOHABITATS

PLACE

735 NW 18th Avenue
Portland, Oregon 97209
503.334.2080
www.place.la

ZGF

1223 SW Washington Street, Suite 200
Portland, Oregon 97205
503.224.3860
www.zgf.com

BIOHABITATS

412 NW Couch Street, Suite 202
Portland, OR 97209
800.220.0919
www.biohabitats.com

