
About

bureau0-1was founded in 2014 as a practice 
for architecture, urban design and projective 
design and research, based in Tokyo and 
New York.

bureau0-1 is concerned with buildings and 
the cultural production. As such, we 
enthusiastically and opportunistically 
engaged with anything from a building to a 
book.

bureau0-1 has a singular guiding principle of 
mining our zeitgeist, and from that, imagining 
possible futures in various forms; form-spaces, 
information, and transformations. 

We aspire to occupy neither the saturated 
tradition of the past nor the naive futurism apt 
for its inevitable downfall, but a new and real 
vision of the future.

Expertise

Architectural Design
Space Design
Urban Design
Projective Design
Art & Installation
Design Theory & Research
Design Consultancy  

Awards & Accolades

iF Design Award (ex-takram)
Red Dot Award  (ex-takram)
Wheelwright Prize Finalist
dOCUMENTA (13)
Future of Design Award
William Downing Prize
Cornell Urban Scholars 
Edward Palmer York Prize

Location

bureau 0-1 ｜ The Platform
9-23 Ichiban-cho Building, 3F
Chiyoda-ku Ichiban-cho
Tokyo Japan 102-0082

Contact

phone: 03-6262-9607
fax: 03-6685-7775
www.bureau0-1.com/contact

Collaborators

Gregory Serweta, AIA
Keiji Matsui
Kenichi Wakasugi, JIA
Richard Liu, AIA
Sven Palys, Yuzu Kyodai

Clients

Architecture Review
MITSUBISHI JISHO SEKKEI 
Museum of Modern Art, NY
SOM(Skidmore Owings & Merrill LLP)Japan
speelplaats 
takram design engineering
University of Tokyo
Shinkenchiku & A+U
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Expertise

建築デザイン
空間デザイン
都市デザイン
未来想像デザイン
アート & インスタレーション
デザインセオリーと研究
デザインコンサルティング

Awards & Accolades

iF Design Award (ex-takram)
Red Dot Award  (ex-takram)
Wheelwright Prize Finalist
dOCUMENTA (13)
Future of Design Award
William Downing Prize
Cornell Urban Scholars 
Edward Palmer York Prize

Location

〒102-0082　　　　
東京都 千代田区 
一番町 9-23 一番町ビル3階
bureau 0-1 ｜ The Platform

Contact

電話: 03-6262-9607
fax: 03-6685-7775
www.bureau0-1.com/contact

Collaborators

グレッグ・セルヴェータ, AIA
松井敬治 
若杉賢一, 一級建築士
リチャード・リウ, AIA
スベン・パリス, ゆず兄弟

Clients

Architecture Review誌
三菱地所設計 
Museum of Modern Art, NY
（株）スペルプラーツ

SOM(Skidmore Owings & Merrill LLP)日本
takram design engineering
東京大学
新建築 & A+U

About

２０１４年に創設されたbureau0-1は、国境や
社会の垣根、現存する固定概念や価値評価
の基準に捉われないアーキテクチャー、
都市やスペキュラティヴ・デザインなどを
創造・想像する為に始められたプラクティス
（鍛錬の場）です。

bureau0-1の「bureau」とは、一卓の書き物机
または官省局を意味します。これから創造・
想像してゆくもののスケールの幅を彷彿
させる意味もありますが、現状の作業机
一卓から始まるこのプラクティスをゆく
ゆくはより広域に影響を及ぼすものに
したいという意志が込められています。

「0-1」は、無から有を生み出すことです。
「0」という記号には、歴史や文脈を鑑み
つつも、いままでに無い新しいプロトタイプ
を創造するという意味が含まれています。

元来、「アーキテクチャー」には多面的な意
味が内包されていました。ひとつの職種を
示す言葉ではなく、文化、社会、芸術、工学
から哲学など様々な分野を横断する思考
そのものを指す言葉だったのです。二十一
世紀に必要とされている新しい社会の在り
方と文化創造を新しい思考で提案していく
ことが重要です。その目的の為には、出版
から建築、研究や実践を問わず、現代の精
神を探り、多種多様な形で顕していきます。
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