PROFILE

ARTENVARCH =
ART × ENVIRONMENT × ARCHITECTURE

ARTENVARCH
ARTENVARCH（アーテンバーク）は、
2014 年、
建築家の川島範久と佐藤桂火の共同主宰
により東京に設立されたデザインオフィス。
ART と ENVIRONMENT を ARCHITECTURE に統合することをコンセプトに、
建築デザインからアートインスタレーションまで、幅広い活動を展開中。

川島 範久 (Norihisa KAWASHIMA)（写真 : 左）
1982 年神奈川県生まれ。2005 年東京大学卒業、2007 年東京大学大学院修士課程修了後、
日建設計勤務。2012 年カリフォルニア大学バークレー校客員研究員 / LOISOS+UBBELOHDE。
2014 年より、東京工業大学大学院 建築学専攻 助教、ARTENVARCH 共同主宰。
主な作品＝
《ソニーシティ大崎》
《HOUSE BB》
《a seed hair salon》他。主な受賞＝
《日本建築
学会賞（作品）
》
、
《日本建築学会作品選奨》
、
《サステイナブル住宅賞 ( 財 ) 建築環境・省エ
ネルギー理事長賞》他。

佐藤 桂火 (Keika SATO)（写真 : 右）
1982 年大分県生まれ。2005 年東京大学卒業後、2005 年セント・ルーカス大学交換留学生、
2007 年東京大学大学院修士課程 ( 難波研究室 ) 修了後、平田晃久建築設計事務所勤務。
アーテンバーク一級建築士事務所 ( 一級 東京都知事登録 第 59412 号 )
107-0062 東京都港区南青山 4-7-18 1F
4-7-18 1F, Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan, 107-0062
T/F +81-(0)3-6804-2350 E info@artenvarch.jp U http://artenvarch.jp/

2014 年より、ARTENVARCH 共同主宰。
主な作品＝
《one roof apartment》
《animated knot》
《釜石天神町復興公営住宅》他。主な
受賞＝
《釜石天神町復興公営住宅プロポーザル最優秀》
、
《高雄市流行音楽及海洋文化中心
国際設計競技 2 等》
、( 以上の作品、受賞は平田事務所時代の担当作 )《辰野賞・コンドル賞》
《せんだいデザインリーグ日本一決定戦 日本３位》他。

ARCHITECTURAL WORKS

ART INSTALLATION WORKS

2016-

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2015

コンピュテーションを用いた環境シミュレーションによるデザイン手法に関する研究と
実践を、アソシエイトの大沼友佳理と進めています。

PROJECTS

photo by Yutaka Suzuki

Diagonal Boxes
専用住宅

埼玉県所沢市

Glacier Formation
インスタレーション

2016.02 月竣工

-Milan Design Week 2015-

photo by Takehiko Niki

イタリア ミラノ

2015.04.14-2015.04.19

一宮の住宅

西横浜の住宅

桑名の住宅

個人住宅 愛知県一宮市
2016.03 -

個人住宅
2014.5 -

個人住宅
2016.3 -

BEFORE ATV

神奈川県横浜市

改修

三重県桑名市

- 2013

Norihisa KAWASHIMA

photo by Yutaka Suzuki

Next to the Light
専用住宅

Kichijoji Aqua Illumination 2015
インスタレーション

京都府京都市

photo by Yukitaka Amemiya

東京都武蔵野市

2015.11.03-2016.01.11

2016.04 月竣工

photo by Yutaka Suzuki

photo by Yutaka Suzuki

photo by Yohei Ogata

HOUSE BB

SONY CITY OSAKI

a seed hairsalon

個人住宅
2009

オフィスビル 東京都品川区
2011 at NIKKEN SEKKEI

ヘアサロン
2013

長野県

Keika SATO

東京都杉並区

at akihisa hirata architecture oﬃce, 平田晃久建築設計事務所での担当作 , 2007-2013

photo by Toshiyuki Yano

photo by Nacasa&Partners

one roof apartment

animated knot

集合住宅
2010

インスタレーション
2010

新潟県上越市

Mlan Design Week

ミラノ

photo by Daniel Hewitt

Tanling exhibition
インスタレーション
2012

ロンドン

Kozo TAKASE

photo by Kenta Hasegawa

Gallery in between
住居 / ギャラリー
2016.07 月竣工

改修

埼玉県さいたま市

Airy Walk

-ROPPONGI HILLS Artelligent Christmas 2015-

インスタレーション

東京都港区

2015.11.18-2015.12.25

photo by Kenta Hasegawa

『LCCM 住宅の設計手法』
共著 建築技術
2012

『エコハウスへの誘い』
共著 鹿島出版会
2014

環境建築の実測・性能評価
継続研究
2006-

