
スパイラルご使用のご案内
■使用規則
■施設・設備概要
■料金表



スパイラル使用規則

■申し込みと手続き
1. お申し込みは、1年前から受け付けます。
2. 催事の内容によっては、お断りする場合もありますので、まず、
　 使用予約書の提出をお願い致します。(審査の期間10日以内)
3. 使用予約書提出後2週間以内に所定の申込書に必要事項をご記入
　 の上予約金(基本使用料の50％)を添えて、お申込み願います。
4. 基本使用料の残金はご使用日の7日前迄に、付帯設備使用料金等
　 は使用終了後2週間以内にお支払いください。

■キャンセル料とその料金
キャンセル料は使用予約書受理後、以下の通り発生いたします。
1. 使用日の61日前までのｷｬﾝｾﾙ・・・・・基本使用料の25%
2. 使用日の61日前から31日前までのｷｬﾝｾﾙ・基本使用料の50%
3. 使用日の30日以内のｷｬﾝｾﾙ・・・・・基本使用料全額

■使用時間
1. 施設によって、使用可能な時間が異なりますので、
　各々の施設概要の料金の頁をご覧ください。
2. 使用時間は、準備、片付け等一切の時間を含みます。
3. 使用時間は、契約時に確定していただきます。
4. 当ビルの基本的な営業時間は11:00～20:00です。これ以外の
　時間帯のご利用については、ビルのサービス機能及び他フロアは
　一部閉鎖しておりますのであらかじめご了承ください。

■使用制限
次の場合は、使用契約を取り消し、又は中止させて頂くことも
ありますのでご了承ください。
(その際の損害責任は、ご使用者側でご負担いただきます。)
1. 申込書に記載した催事内容と異なる場合や使用規則に反したとき。
2. 使用の権利を第三者に譲渡したり、転貸したとき。
3. 公序良俗に反する恐れがあると認められるとき。
4. ご使用者が暴力団関係者であること又は暴力団関係者と
　社会的に非難されるべき関係を有することが判明したとき。
5. 政治、宗教的宣伝活動を目的とする使用であるとき。
6. 当ビルの他の利用者に不都合が生じる等、当ビルの営業に
　支障をきたす恐れがあると認められるとき。
7. その他管理上支障あるいは、不適当と認められるとき。

株式会社ワコールアートセンター（以下「当社」といいます）は、当社の施設及び設備のご使用に関する基本的な条件として、
「スパイラル使用規則」（以下、「本規則」といいます）を定めます。本規則は、当社とご使用者との間で締結する、当社の施設
及び設備に関する使用契約に適用されます。

■不可抗力による使用中止
1. 不測の事故や災害等の為、ご使用者側の責によらず施設が
　使用不可能になった場合は、予約金(契約金)は返済いたします。
2. この際、ご使用者側で発生する損害についての補償は
　いたしません。※なお地震、災害等の対応につきましては
　担当者の指示にしたがってください。

■使用前の打合せ
1. ご使用当日の遅くとも2週間前迄に、担当者とスケジュールや
　プログラム、会場設営、設備等について、細かい打合せを
　行ってください。
2. 飲食サービスが必要な場合は、ご使用当日の2週間前迄に
　お申込みください。
3. 当ビルでは、飲食サービス業者を指定しておりますので、
　ご用命ください。
4. 当ビルでは、音響・照明の業者を指定しておりますので、
　ご用命ください。外部業者をご利用の場合もあらかじめ
　指定業者とお打合せの上、ご使用期間中はその立会い、
　指示のもとに作業願います。この場合、別途定める立会料を
　申し受けます。
5. 付帯設備・備品以外の特殊器具等の持込については、
　持込料金を申し受ける場合もあります。
6. 物品の販売に関しては、事前に担当者の了解を必要とします。
　この際所定の手数料を申し受けます。

■関係諸官庁への届出等
1. ご使用の打合せが済みましたら、下記届出を所定の官庁へ
　ご提出ください。(この際、届出書のコピーを1部提出願います)
　●禁止行為解除申請書(2通)7日前・・・
　　赤坂消防署／TEL.03-3478-0119
　●音楽著作権使用の場合(1通)・・・
　　日本音楽著作権協会／TEL.03-3481-2121
2. その他、煙・裸火を使用するなど特殊な場合や、入場者の
　会場内外での安全をはかる為に必要と思われる場合には、
　赤坂警察署や赤坂消防署にも、事前に内容等を連絡し、
　協力を依頼するようにしてください。

■その他の注意事項
1. ご使用時間帯は、責任者は必ず会場に常駐願います。
2. 物品の搬入・搬出はご使用者側で責任をもって行ってください。
3. 各種消防用設備や安全機能を損なう行為、会場設営は
　一切厳禁いたします。
4. 建物、付帯設備へのガムテープ・両面テープ等粘着強度の
　強いテープ貼りや釘打ちはできませんのでご注意ください。
5. 持込み施工物・機材は転倒・落下防止の為の安全対策を行って
　ください。対策が不十分な場合には担当者の指示に従って頂きます。
　持込みパネルや幕類は防炎加工済みのものをご使用願います。
6. ご使用中に会場、その他建物、付帯設備、備品等を破損又は、
　紛失した際には実費を申し受けます。ご使用者側で発生する損害
　(破損、盗難、損害、その他)については、当社に故意又は重過失が
　ある場合を除いて、補償いたしません。上記についての保険は、
　ご使用者側でご加入ください。

7. スパイラルは複合施設のため、他フロアからの音漏れがある
　場合がございます。また、他フロアへの音漏れを抑えるため、
　音量(特に重低音)を制限させて頂く場合がございますので
　予めご了承ください。
8. 入場者の受付、人員整理、誘導、会場の警備・整理、控室等での
　盗難・事故防止はご使用者側で責任を持って行ってください。
9. 1F入口における催事告知は所定備品をご使用ください。
　それ以外のご使用はお断り致します。
10. 所定の場所以外での飲食はご遠慮願います。
　  また、館内での喫煙はご遠慮ください。
11. 終了後はご使用者側にて清掃し、ゴミはすべてお持ち帰り
　  ください。弁当ゴミに関しましては回収をお願いしております。
12. お貸し出しした備品はご使用後、担当者の指示に従い、
　  所定の収納スペースに片付けてください。
13. その他、ご使用に関しては、担当者と協議、相談の上、
　  その指示に従ってください。



仮予約

付帯設備使用料
　  お支払い

付帯設備使用明細書
　　請求書送付

使用料請求書
  　送　付

　使用申込書
メールにて送付

使用者

使用申込み及び手続きの流れ

　使　用
打ち合わせ

終了時

本　番

使用申込書
　提　出

 使用料
お支払い

使用予約書
　提　出

使用申し込み決定より10日以内に

●提出書類（郵送）
     ・使用予約書
　　※使用予約書を作成・印刷・捺印
     ・会社概要
     ・イベント企画書
     ・他
●提出書類（郵送）
     ・使用申込書
       ※使用予約書を作成・印刷・捺印
     ・個人情報の取り扱いに関する
　　確認書
●使用料
     ・予約金→契約時に振込み
     ・残　金→使用日7日前迄に振込み

使用日より2週間前迄
●下見
●制作、技術打ち合わせ
     ・スケジュール
     ・図面
     ・付帯設備使用機材
     ・飲食等

●使用日の2週間以内に振込み

●使用予約書受理以降のキャンセルは
　キャンセル料発生

使　用
申込み

使用予約書
　審　査

　使用予約書
メールにて送付



¥1,100,000

¥770,000

¥770,000

¥440,000

¥440,000

¥275,000

¥165,000

¥330,000

¥385,000

¥330,000

¥330,000

¥385,000

¥550,000

 会場費

1時間につき　¥88,000

スパイラルガーデン　施設概要と料金表

 施設概要

①基本使用料

     区    分                 時    間                                          場     所                                                            料 金 （税 込）

    　　ギャラリー・アトリウム・エスプラナード

    　　ギャラリー・アトリウム

    　　ギャラリー・エスプラナード

　　　　　　　　　　　　　　　　 ギャラリー

    　　エスプラナード（A+B）

全日使用         9:00～21:00 　　スプラナード（A）
    　　エスプラナード（B）

　　　　　　　　　　　　　　　　　  スパイラルガーデン連動ショウケース(スパイラルガーデン使用料の他に)

　　　　　　　　　　　　　　　　　  スパイラルガーデン連動エントランス(スパイラルガーデン使用料の他に)

    　　ホール連動エスプラナード(ホール使用料の他に)

    　　ホール連動ショウケース (ホール使用料の他に)

    　　ホール連動エントランス (ホール使用料の他に)

カフェ貸切         20:00～23:00      カフェ(他会場との併用を除く)  

※使用時間は準備・後片付け等一切の時間を含みます。
※本番時間は、11:00～20:00とさせていただきます。(カフェの使用時間は20:00～23:00とさせていただきます。)
※本番時間中に準備・撤去の作業はできません。
※ショウケース並びにエントランスの使用に関しては、 事前に担当者の了解を必要とします。
※オープニング・パーティー等、ギャラリー・アトリウムとカフェとの会場併用料は別途ご相談ください。

　※6.75ｍ以上の高所作業時は、墜落制止用器具（フルハーネス型安全帯）の着用が義務付けられています。
　　厚生労働省が公表しているガイドライン等を遵守のうえ、作業を行ってください。

②時間外延長料金

    ●全日使用の場合                9:00以前、21:00以降

    ●カフェ貸切の場合              23:00以降(20:00以前の貸切は不可)
※事前に担当者の承認を得た場合に限ります。
※準備・本番・後片付けにかかわらず、上記均一料金です。

            ギャラリー             アトリウム           エスプラナード     ショウケース    エントランス      カフェ　　
 面積        100㎡               160㎡                  60㎡            18㎡            20㎡         170㎡
天井高       3.3ｍ　　　　　　12.6ｍ　　　　　　  4.45ｍ     　  3.15ｍ          3.42m         3.3ｍ
　　　　  (最高部:6.9ｍ)   (最高部:16.8ｍ、一部6.9ｍ)   (最高部:5.5ｍ) 
壁面長       20.2ｍ                                     13ｍ、8ｍ      3.2ｍ、3.2ｍ       7.76m    
   床       カーペット           カーペット         カーペット       白御影石       御影石      カーペット

受付カウンター1台／可動式受付カウンター2台、椅子2脚、ハイドロタワー1台

美術バトン兼ライトバトン(ギャラリー11本、アトリウム8本、ショウケース・クロス型1本)
ライティングレール(ギャラリー1本、エスプラナード4本、ショウケース4本)

建築仕様

サービス施設

機構設備



①照明設備(一式)・・・・・・・・・・・・・・・・￥22,000
    主幹盤60KVA(AC3φ4W 105/182V 200A)

  調光装置      デジタルメモリー＆マニュアルプリセットフェーダー(ETC製Smart Fade 1248)

  ハウスライト： 8系統  負荷回路：38(ディマー：20A×6  30A×26〈20AC型〉30A×6〈T型※カフェシーリング〉)

  500W  　　フレネルレンズ スポットライト

  1000W 　　フレネルレンズ スポットライト

  500W  　　プロファイル スポットライト26°

  500W  　　プロファイル スポットライト36°

  500W  　　PAR64 スポットライト   5N 

  200W  　　[ダクトプラグ] フレーミング スポットライト

  10W  　　LEDビームスポット

  130W  　　[ダクトプラグ] ウォールウォッシャー 

  80W  　　[ダクトプラグ] HIDフラットライト（エスプラナード常設）

  8W   　　[ダクトプラグ] LED    スポットライト

  8W   　　[ダクトプラグ] LED    バータイプ

(RDS QS-Ⅱ)

(丸茂 FQH2) 

(ETC.SOURCE FOUR)

(ETC.SOURCE FOUR)

(BeamaxFPC)

(ヤマギワ  T5141W)

(ヤマギワ  T5096W)

（リビアーノ600mm）   

12台

22台

  8台

12台

  8台

10台

20台

10台

14台

10台

14台    

 技術人件費

照明立会料(1日 )                ¥38,500

音響立会料(1日 )                ¥38,500

※照明・音響機材使用の場合は専門技術者のオペレーション立会いが必要になります。
※照明・音響・舞台の設営・オペレーション等をスパイラル指定業者[(株)ストーリー・レーン(スパイラル内)]にご用命の場合は、
　別途お見積もり(人件費、責任監督料＜¥5,500＞、プラン料等)いたします。(次頁参照)
※1日の立会い時間が12時間を超える場合は1時間以内毎に¥3,850を申し受けます。
※7:00以前、23:00以降の早朝・深夜の立合いは、1時間以内毎に¥3,850を申し受けます。

   付帯設備使用料（単位1日）

②音響設備

●Ａセット（カフェ内のBGM等）・・・・・・・・・・・・・・・￥11,000
   CDデッキ     　　1台

  GEQ      　　1台

  アンプ      　　1台

  スピーカー（カフェ内天井常設）

●Bセット（カフェ内のご挨拶及びBGM等）・・・・・・・￥55,000

   調整卓      　　1台

  CDデッキ     　　1台

  アンプ      　　1台

  マイク      　　3本

  マイクスタンド     　　3本

  スピーカー（仮設）    　　2台
上記セットは、Aセットに記載のない音響機材を別途手配することを前提としております。

③ステージ（仮設段床）・・・・・・￥5,500                                ④特設電源
    W3000×D2000×H200 (天板グレー、スカート付)                 20KVA(AC1φ3W 100V 100A)

⑤持込料

   照明器具                1KWにつき                                                           　¥550
                             ミキサー、アンプ、スピーカーの持込                            　¥44,000 
  音響設備
                             アンプ、スピーカーの持込                                        　¥22,000 
※3Fホールの設備・備品をご利用の場合は、スパイラルホール料金表(別表)に基づいて、お申し付けください。
　但し、3Fホールのイベントの状況によりご利用できる機材に限りがある場合がございます。



●照明・音響・舞台の設営・オペレーション等をスパイラル指定業者[(株)ストーリー・レーン(スパイラル内)]に
　ご用命の場合のお見積例

(1)  ギャラリー、アトリウムを使用した展覧会の技術費の例
　仕込日     (展覧会初日の前日、20:00～25:00)
　本番日     (展覧会7日間)
　撤去日     (展覧会最終日の20:00～23:00)
　照明         プラン料       ＝   ¥55,000
　　　         照明機材費                               22,000  ×   7日 　　　　　 ＝ ¥154,000
　　　         仕込人件費　　チーフ　　＠        44,000  ×   1人                   ＝   ¥44,000
　　　         　　　　　　　一般　　　＠        38,500  ×   3人                    ＝  ¥115,500
　　　         仕込深夜料　　23時以降　＠          3,850  ×   4人  ×  2時間      ＝   ¥30,800
　　　         撤去人件費　　チーフ　　＠        44,000  ×   1人                    ＝   ¥44,000
　　　         　　　　　　　一般　　　＠        38,500  ×   3人                    ＝ ¥115,500
　　　         　　　　　                                                                        ＝ ¥558,800
　※リストに記載のない機材を使用する場合は別途料金が発生いたします。
　※料金は展示の内容によって変動たします。
　※23時以降の深夜の作業は、1時間以内毎に¥3,850を申し受けます。
　※1日の作業時間が12時間を超える場合は、1時間以内毎に¥3,850を申し受けます。
　※会期中に照明球の交換が必要な場合は、別途料金が必要な場合がございます。

(2)  カフェを利用したパーティの技術費の例
　照明        照明機材費  　　@        22,000  ×   1日  ＝   ¥22,000
　　　        照明オペレーション費 　　＠        44,000  ×   1人  ＝   ¥44,000
　音響        音響機材費(Ｂセット) 　　＠        55,000  ×   1日  ＝   ¥55,000
　　　        音響オペレーション費 　　＠        44,000  ×   1人  ＝   ¥44,000
　　　         　　　　　                                                            ＝ ¥165,000
  ※上記お見積もり例は、簡単なご挨拶・BGMを想定しております。
  ※照明、音響の機材内容はリストをご参照下さい。リストに記載のない機材を使用する場合は別途料金が発生いたします。
  ※1日の作業時間が12時間を超える場合は、1時間以内毎に¥3,850を申し受けます。

●カフェを利用したパーティのケイタリング例（200名想定：2h）

　開催時間（20:30～22:30)
　　　　　お料理代                   　　@        3,300  ×   200人                  ＝ ¥660,000
　　　　　お飲物代               　　@        2,200  ×   200人                   ＝ ¥440,000
　　　　　サービススタッフ人件費　　@      22,000  ×     10人                   ＝ ¥220,000
　　　         　　　　　                                                                     ＝ ¥1,320,000
　※料金はパーティーの内容によって変動たします。



●持込電源使用料：1000Wにつき・・・¥550(映像機材、什器電源等)

スパイラルホール　施設概要と料金表

                                                         ホール                                                              ホワイエ
  面積      298㎡(幅12.4ｍ×24.0ｍ)
天井高     6ｍ(フライブリッジ下まで)  7.8ｍ(梁下まで)
   床       木製フローリング
   壁       GRC他(ダークグレー仕上げ)
その他     プロセニアムや段床のないオープンフロアー(収容人員は約360名)
控室(メイクアップルーム兼用)2部屋
仮設控室(メイクアップルーム兼用)2部屋(可動間仕切り)
出演者用バスルーム1ヶ所、トイレ各2ヶ所
お客様専用電話(TEL.03-3498-5936)  ※会場直通・当日のみ
長机10台(W1800×D600×H700)、4台(W1500×D450×H700)
椅子400脚(W485×D500)、受付カウンター6台(W1400×D500×H900)
電動昇降式フライブリッジ8本(照明器具や演出用装置、器具等の取り付け)
電動昇降式美術バトン9本(内1本に引き割りレールを取り付け可)
ホリゾント幕兼用スクリーン1本

建 築 仕 様

サービス施設
       (無料)

機 構 設 備

①基本使用料

       区　分                                    時    間                                      料金（税込）

    全日使用          7:00～23:00の間の12時間                            ¥880,000

    時間使用         7:00～23:00の間の4時間以上                       ¥88,000/時間
※使用時間は準備・後片付け等一切の時間を含みます。

②時間外延長料金（全日使用契約外延長の場合）

 1時間につき（但し30分に満たない場合は半額)                    　¥110,000

※事前に担当者の承認を得た場合に限ります。
※準備・本番・後片付けにかかわらず、上記均一料金です。

 施設概要

 技術人件費

●技術立会料に、設営・オペレーションは含まれておりません。
　ホワイエの照明等も合わせてご手配願います。
●照明・音響・舞台の設営・オペレーション等をスパイラル指定業者〔(株)ストーリー・レーン(スパイラル内)〕にご用命の場合は、
　別途お見積もり(人件費、責任監督料＜¥5,500＞、プラン料等)いたします。

 会 場 費

    照明立会料(1日 )                   ¥38,500

    音響立会料(1日 )                   ¥38,500

※1日の立会い時間が12時間を超える場合は1時間以内毎に¥3,850を申し受けます。
※7:00以前、23:00以降の早朝・深夜の立合いは、1時間以内毎に¥3,850を申し受けます。

          
200㎡
3.0ｍ
カーペット
大理石他
バーカウンター
クローク
ポスター掲示フレーム
               (B1縦)5台
ラウンジチェア
ロープパテーション
ベルトパーテーション
ピクチャーレール
ライティングレール



300KVA (AC3φ4W 105/182V 1,000A)

デジタルメモリー＆マニュアルプリセットフェーダー
 (ETC製element60-500)

166回路(フライブリッジ128、ギャラリー18、フロア20)
          ＊ディマー：30A   コンセント：C-20A型
          ＊全ての回路を直回路に切替可能 

   付帯設備使用料（単位1日）

●Ａセット（講演会等）・・・・・・¥55,000 (税抜価格 ¥50,000)
    調光システム一式/スポットライト40台以内/レールスポット一式
   ＊SOURCE FOUR LEDは含まず

●Ｂセット（展示会等）・・・・・¥110,000 (税抜価格 ¥100,000)
   調光システム一式/スポットライト80台以内/レールスポット一式
   ＊SOURCE FOUR LEDを含む

●Ｃセット・・・・・・・・・・・・・¥165,000(税抜価格 ¥150,000)
   特殊照明器具(右下記)を除く一般照明器具一式
   ＊SOURCE FOUR LEDを含む

●単品
                                  一般照明器具
                  品　名                 数量    単価    税抜価格

●持込器具電源使用料：1000Wにつき・・・¥550(税抜価格¥500)

※但し準備・設営・リハーサルで全日使用の場合は半額となります。

①舞台設備

              品　名                 数 量      単 価    税抜価格                                                備　考

1式

80台

40台

40台

20台

12台

6台

6台

6台

20個

8個

8個

4個

10個

20個

20個

¥22,000

¥1,650

¥1,650

¥1,650

¥4,400

無料

¥550

¥1,100

¥1,650

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

ユニットステージ（仮設段床）

ユニットステージ（仮設段床）

ユニットステージ セット

袖                      幕

中         割         幕

文         字         幕

紗                      幕

ク   リ   ア   カ   ム

司         会         台

※ユニットステージ、客席、幕類の設営、撤収は別途料金となります。 

36台
10台
全枚数

3組
1組
2枚
1枚
1セット
1台

¥1,100

¥1,100

¥38,500

¥5,500

¥8,800

¥3,300

¥11,000

¥16,500

¥16,500

W1900×D950×H100

W950×D950×H100 

H6700×W2000×2枚   H6700×W2700×2枚    H6700×W3600×2枚 

H6700×W6500×2枚  

H900×W13000×1枚   H1800×W13000×1枚 

H6700×W11650×1枚  

親機1台 ¥6,600(税抜価格¥6,000)   子機10台 ¥2,750/台(税抜価格¥2,500/台) 

W600×D450×H1100   (棚H900) 

¥20,000

¥1,500

¥1,500

¥1,500

¥4,000

無料

¥500

¥1,000

¥1,500

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

¥1,000

¥1,000

¥35,000

¥5,000

¥8,000

¥3,000

¥10,000

¥15,000

¥15,000

グレー

グレー

グレー

グレー

グレー

グレー

黒

白

②照明設備

調光システム

フレネルスポット
FQH-1500W             (丸茂)

プロファイルスポット  500W
SOURCE FOUR26°   (ETC)

プロファイルスポット  500W
SOURCE FOUR36°   (ETC)

SOURCE  FOUR LED Series2
26°×8, 36°×8, 50°×4 (ETC)

              CYC用Tube(ETC)

Q-SPOT 500W   (TOSHIBA) 

ミニブルート500W×2(RDS)

ロアホリゾント  3回路
LHQ100W                (丸茂)

ベース

スタンド                  (固定) 

スタンド               (三ッ折)

ハイスタンド

3連アーム

ボーダーハンガー

自在ハンガー

主幹盤

調光卓

負荷回路

 （ サイズはmm ）

エアークラフトスポット
250W         (Beamax)
SOLAR ze/ETZ
        (SILVER STAR)

マシーンスポット(RDS)

先玉レンズ        (RDS)

ディスクマシン  (RDS)

ダブルマシン     (RDS)

フィルムマシン  (RDS)

カレイドマシン  (RDS)

スライドキャリア(RDS)

ディスクマシン種板

ダブルマシン種板

フィルムマシン種板

クセノンピンスポット
1000W       (U-TECH)

フォグマシーン

                                       特殊照明器具(セット料金外)
             品　名                数量    単価    税抜価格          備　考

100V仕様×40

LED 105W

EQS-1000W

OL-4×6  OL-6×6

EDM

ESM

EFM

EKM

EFC-F(ファン付)

雲・雪・雨等

らせん等

雲・炎等

ANTARI Z-1200Ⅱ
ANTARI X-310Ⅱ
ANTARI F-1

40台

20台

6台

12台

4台

6台

2台

2台

2台

2台

2台
1台
1台

¥550

¥1,650

¥2,200

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

¥8,800

¥3,300
¥6,600
¥6,600

¥500

¥1,500

¥2,000

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

¥500

¥8,000

¥3,000
¥6,000
¥6,000



③音響設備
●Ａセット（セミナー等）・・・・・・¥55,000 (税抜価格 ¥50,000)
　調整卓（CL5 / CL3)                                               1式
　マイクロフォン          3本以内(有線、ワイヤレスいずれか)
　サブスピーカーシステム                                            1式
　シーリング・ウォールスピーカーシステム                  1式
　CD・MD・メモリーレコーダー              いずれか3台以内

●Ｃセット・・・・・・・・・・・・・・¥198,000 (税抜価格 ¥180,000)
　下記一覧表記載の全ての機器                   

●Ｂセット（記者発表等）・・・・・¥110,000 (税抜価格 ¥100,000)
　調整卓（CL5 / CL3)                                                  1式
　マイクロフォン            7本以内(有線、ワイヤレスいずれか)
　スピーカー                                 6台以内(LS18:4台は除く)
　シーリング・ウォールスピーカーシステム                     1式
　CD・MD・メモリーレコーダー                 いずれか4台以内
　音声分配器                                                                1台

※簡易BGMシステム(クローク内)･･･¥22,000 (税抜価格 ¥20,000)
   メモリーCDプレーヤー､呼び出しマイク1本

●単品
    品　名                                  機　種            メーカー      数量   単　価   税抜価格                          備　考

●持込料：ミキサー、アンプ、スピーカーの持込・¥44,000(税抜価格 ¥40,000)／アンプ、スピーカーの持込・ ¥22,000(税抜価格 ¥20,000)

※料金表に記載されていない常設の設備（ホワイエの天井スピーカー等）のみから音を送出される場合は、
   音響システム料として ¥22,000(税抜価格 ¥20,000)頂きます。

調整卓

スピーカー

メモリーレコーダー
MD-CDデッキ
CDデッキ
Mic

ダイレクトボックス

WL Mic

音声分配器
マイクスタンド 

メディア

常設
移動用
NEXO PS15U System
  Hi Box
  Low Box
  AMP
NEXO PS10U System

  AMP

シーリング

ウォール

ダイナミック
ダイナミック
ダイナミック
ダイナミック
コンデンサー
コンデンサー
コンデンサー
コンデンサー

ハンドマイク
Pinマイク
レシーバー
ヘッドセットマイク
 
ストレート
ブーム
ブーム
卓上
CD-R
MD

CL5
CL3

PS15U×4
LS18×4
NXAMP 4×4×2

PS10U×2
NXAMP 4×4 
Sx300 
101 
PS15U
MS101
IF2208 
IF2205
IF2208
SS-CDR200
CD-MD1BMKⅡ
CD500B
SM-58
SM-57
SM-58SE
MD421Ⅱ
C480/ULS61
C414XLⅡ
isomax4
PCC-160
type10
type10s
UHF-R UR2/SM58
UHF-R UR1
UHF-R UR4D
4066
DA6
ST-310F
ST210B
ST259B
DS-20K

YAMAHA
YAMAHA

NEXO
NEXO
NEXO

NEXO
NEXO
EV
BOSE
NEXO
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
TASCAM 
TASCAM
TASCAM
SHURE
SHURE
SHURE
SENNHEISER
AKG
AKG
countryman
AMCRON
countryman
countryman
SHURE
SHURE
SHURE
DPA
Drawmer
TOA
K&M
K&M
TOMOCA

1
1
1Set

2Set

4
4
2
3
8
4
8
4
2
1
5
5
5
4
4
2
6
6
4
4
6
6
3
4
2
4
10
10
4
1枚
1枚

Rio3224-D  2台調整室常設

メインスピーカーシステム
Hi Box用フライング金具あり

調整室
サブスピーカシステム
フライング金具あり
調整室

FB用
パワードスピーカー
L,R各4本
低天井部分
L,R各4本
CDR、CFカード、SDカード、USBメモリ対応

ダイナミック
ダイナミック
ダイナミック、SW付
ダイナミック
コンデンサー
コンデンサー
コンデンサー、卓上型
コンデンサー
1ch
2ch
800MHZ  B帯
同時使用6波迄

無指向性、ワイヤレス用
1mono in:12mono out,1stereo in:6stereo out

¥55,000
¥33,000
¥11,000

¥27,500

¥8,250
¥3,300
¥16,500
¥1,100
¥11,000

¥11,000
¥5,500
¥5,500
¥5,500
¥2,200
¥2,200
¥2,200
¥2,200
¥2,200
¥2,200
¥2,200
¥2,200
¥1,100
¥2,200

　   1波      
¥11,000

¥2,200
無料
無料
無料
無料
¥110
¥275

¥50,000
¥30,000
¥100,000

¥25,000

¥7,500
¥3,000
¥15,000
¥1,000
¥10,000

¥10,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥2,000
¥1,000
¥2,000

¥10,000

¥2,000
無料
無料
無料
無料
¥100
¥250

※当ホールのワイヤレス機材は、B帯の周波数を使用しております。A帯をご希望の場合は、別途手配致しますので、ご用命ください。

　※6.75ｍ以上の高所作業時は、墜落制止用器具（フルハーネス型安全帯）の着用が義務付けられています。
　　厚生労働省が公表しているガイドライン等を遵守のうえ、作業を行ってください。



●セミナー・シンポジウム等（スクール形式）
　[210席]　　※長机は別途手配となります

●コンサート・セミナー・シンポジウム等
    （シアター形式）
　[300席]

      ※フルステージ
           天板(W1900×D950×H100)／36枚
           脚(H600)／36本（ひな壇脚を含む）

レイアウト例



●試写会等（ひな壇形式）[350席]
ひな壇専用脚（天板H100)＜単位：ｍｍ＞
・1900×950用（長方形）
   H200,400,600,800,1000／各5本
・950×950用（正方形）
   H200,400,600,800,1000／各1本

●パーティ（立食形式）[200～350名]



※ホワイエには養生シートを用意しておりますので必ずご使用ください。
※ホワイエからの台車積みの平台等(重量物)の搬入出は出来ません。
※大きさがW4500×D900×H900mmを超える物は搬入出来ません。
　(但し、パネルはW4500×H1800mmとします)

スパイラルホール搬入出時の注意事項

1. 駐車場確保（台数に制限あり）の為、事前に搬入出時間及び
　車両台数をお知らせください。

2. 搬入出は特別に許可する場合を除いて7:00～23:00迄
　(12:00～13:00は除く)とします。但し、ホイストクレーンの
　使用は、いかなる場合も上記時間内とします。

3. 搬入出は下記地図1Fの搬入出口、または地下駐車場から
　荷物用エレベーターを使用してください。
　
　※搬 入 出 口／間　　口：W1500×H2650mm
　　地下駐車場／高さ制限：H2300mm以下
　　エレベーター／間　　口：W1500×H2600mm
　　　　　　　　　内　　部：W2180×D1840×H3000mm

4. 荷物用エレベーターに入らない搬入出物は、スパイラル裏手
　のホイストクレーンを使用してください。
　(クレーン操作は、スパイラル側舞台担当者が行います。
　事前に打ち合わせください）

5. スタッフの方は、スパイラルへの入出館時にB1防災センターにて
　入出館手続きをしてください。正面入り口からの入出館及び、
　客用エレベーターの使用は禁止します。

6. 搬入出作業中は、近隣の迷惑にならないように歩行者に気を配る
　とともに、騒音などにも十分注意してください。また、作業中の
　くわえ煙草は厳禁です。

7. 会場設営、施工、音響、照明、商品搬入業者、アルバイト等の
　スタッフの方にこの注意事項を(特に※印)をご徹底ください。

※スパイラルビル向かって左側の私道及び、
　私道出入り口付近にはいかなる場合も駐車できません。



ケイタリングサービスのご案内
スパイラルでは館内でのケイタリングサービスを行っております。展示会の商談時のドリンクサービスから各種パーティまで、
あらゆる規模に対応いたします。また、手軽なオードブルから本格的な料理まで多彩なメニューをご用意できます。
スパイラルの空間と合わせてご利用ください。

ケイタリングサービスはご予算に応じて承ります。ご利用フロア担当者にご相談ください。

●基本パーティプラン
　お料理 、お飲物 、サービススタッフ、ご料金等につきましてはご相談ください。

〔スパイラルホールのご利用例〕
　■展示会の商談等　お飲物サービス
　■レセプションパーティ等　お飲物、軽食、オードブル等、サービススタッフ

イベント・プロデュースのご案内
スパイラルでは、ご使用スペースでの各種イベント(ショー、パーティ、コンサートなど)の企画・制作も承っております。
詳しくは担当者にご相談ください。

館内での催事告知物のご案内
スパイラルでは、さまざまな催事告知物をご用意しております。
イベント、展示会などの効果的なＰＲにぜひご利用ください。

【告知物の表記規定】
下記告知物には、必須記載事項がございますのでご注意ください。

B1ポスタースタンド　　イベントタイトル、会場名［ex.スパイラルホール（スパイラル3F）］、会期、催事主催者名
フラッグ　　　　　　　 イベントタイトル、会場名［ex.スパイラルホール（スパイラル3F）］、会期、催事主催者名
※ロゴのみの記載はお断りいたします。

　 　　品 名                数量        単価                                             備　考　　　　　　　　　　　　　　　　　　           配置場所
全館案内板　              1          無料     開催期間中のサイネージモニタ掲示と、フライヤーやDMの事前配置　　　　1Fエレベーター横
A3ポスタースタンド       2          無料     縦297mm×横419mm 　A3横型　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B1ポスタースタンド       2       ¥5,500    縦1030mm×横730mm 　B1縦型　　　　　　　　　　　　　　　　 1F入口ガラス扉前/会場内
フラッグ（旗）               1       ¥11,000   縦2100mm×横1800mm 　上部袋縫い仕上げ（直径35mm パイプ使用）　　　スパイラル外
※告知物は会場表記確認のため、入稿前の担当者確認が必要となります。
※別途チラシやDMを作成される場合も、入稿前に担当者の確認が必要になります。

駐車場のご案内
B1駐車場平場を、無料にて停めいただけます（要事前申請、台数制限あり）。

※立体駐車場をご利用になる場合は、すべて実費となります。
　●平日8:00-22:00／土日祝日9:00-22:00  ※営業時間は変更となる場合があります。
　●料金：30分500円、1日料金2,500円(入出庫自由)　※ただし機械式に入庫可能な車に限る
　●駐車可能車両サイズ：全長5050mm×幅1850mm×高さ1550mm／重量：1900kg



株式会社ワコールアートセンター　 〒107-0062 東京都港区南青山5-6-23    Tel: 03(3498)1171(代表) / Fax: 03(3498)7848

※レンタルの概要は、
　スパイラルウェブからもご確認いただけます。

https://www.spiral.co.jp/rental

この料金表は、2021年4月8日現在のものです。
予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
表示価格はすべて税込です。

・スパイラルガーデン 　　Tel: 03(3499)3922
・スパイラルホール 　　Tel: 03(3498)5793
・スパイラルホール調整室　　Tel: 03(3498)5760
・エントランス／ショウケース　 Tel: 03(3498)4015


