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12 月のイベントのお知らせ
スパイラルでは、クリスマスシーズンにさまざまなイベントを開催します。

Event
Spiral Xmas Market 2021「Only one ─Thanks for─」
会期：第 1 部 2021 月 12 月 17 日（金）−21 日（火）／第 2 部 2021 年 12 月 22 日（水）−26 日（日）
会場：スパイラルガーデン（スパイラル 1F）
URL：https://www.spiral.co.jp/spiralxmasmarket-2021

世界にひとりのあなたへ、世界にひとつのものを
様々な困難を乗り越えて迎える、2021 年のクリスマス。
スパイラルでは、「Only one─Thanks for─」をテーマに、総勢約 50 組のクリエイターが手がけた、大切な人への贈り
ものにぴったりのアイテムエリアと、生活空間でも楽しめるアート作品をご紹介するエリア Limited Gallery で構成され
る Spiral Xmas Market 2021 を開催します。会場には、未来への希望がきらめく「光のかけらのツリー」も登場。華や
かなこの季節、世界にひとつしかないものとの、心弾む出会いをお楽しみください。

＜出展作家＞（五十音順）
■第 1 部 ──彩る （インテリアやテーブルウェアを中心にご紹介）
iinonaho、生形 由香、岡本 典子、オノエコウタ、加藤 尚子、五月女 寛、小路口 力恵、鈴木 美貴子、制野 郁弘、
傳 tutaee、TOKIIRO、中野 知昭、norio はんこ、845、FUMI NARASAKI、YURI HIMURO

■第 2 部 ──装う （アクセサリーやファッションなどのアイテムをご紹介）
aya iiizumi、伊藤敦子、i ro se、KIKKOU、Coci la elle、Sashiki、シーブレーン、JUCO.、shinkai、SUTOA、
trois temps 、NATSUKO SAKURAI、PENTA、POLS、森田 節子、YYossYY、Ryui

＜Limited Gallery 出展作家・ギャラリー＞*通期開催
五影 華子、ウィスット ポンニミット、大原 舞、鍵 豪、角谷 郁恵、久保田 珠美、黒坂 麻衣、榊原 澄人、庄島 歩音、
鈴木 一成、高畑 早苗、藤本 純輝、舩橋 陽、松岡 柚歩、Rebmob 木工 ほか
アートフロントギャラリー、Gallery OUT of PLACE、hpgrp Gallery、KIDO Press、YUKI-SIS

掲載に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
スパイラル／株式会社ワコールアートセンター 広報 今井奈津子 金子朱
〒107-0062 東京都港区南青山 5-6-23 TEL 03-3498-5605 FAX 03-3498-7840
E-mail press@spiral.co.jp http://www.spiral.co.jp
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Spiral Xmas Market 2021「Only one─Thanks for─」
会期：第 1 部

2021 月 12 月 17 日（金）−21 日（火）／第 2 部 2021 年 12 月 22 日（水）−26 日（日）

開催時間：11:00−20:00

*21 日は 19:00 クローズ、22 日は 13:00 オープン

会場：スパイラルガーデン（スパイラル 1F)
入場料：無料
主催：株式会社ワコールアートセンター
企画制作：スパイラル
素材協力：株式会社カクワ／オリエステルおりがみ、東洋紡株式会社／オリエステル
アートディレクション：白本由佳

Exhibition & Shop
Arts Marche vol.4
会期：2021 年 12 月 9 日（木）−26 日（日）
店舗：エントランス（スパイラル 1F）

URL：https://www.spiral.co.jp/topics/mina_to/arts-marche-vol4

日々の暮らしにアートがもたらす、こころが沸き立つような体験を、日常に取
り入れやすいデイリーアートを通して提案をしているスパイラルのエントラン
スでは、新進気鋭の 7 名の作家による作品・プロダクトをご紹介する
《Arts Marche vol.4》を開催します。
参加作家：LEE IZUMIDA 、蓮沼千紘、YUKIKO MORITA、
opnner / Kaho Iwaya、gyunyuya、Yuri Iwamoto、EGAMI AKIKA

■Spiral Market 2021→2022 Warmth of Winter
期間：2021 年 11 月 8 日より
店舗：スパイラルマーケット（スパイラル 2F）
URL：https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-market/news/spiralmarket-2021-2022-warmth-winter

中島あかねによるギフトラッピングが登場
スパイラルマーケットでは、画家、イラストレーターとして活
動する中島あかねによる描き下ろしの水彩画をグラフィックデ
ザイナー・加納大輔がラッピングペーパーにデザインした冬季
限定のギフトラッピングが登場。期間中スパイラルマーケット
各店、スパイラルオンラインストア（一部対象商品）で商品をお
買い上げのお客様には無料でギフトラッピングをいたします。
大切な方への贈り物にぜひご利用ください。2022 年 1 月にはス
パイラルマーケット（青山）にて中島あかねの個展も開催。
*ギフトラッピングは数量限定。なくなり次第終了。
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■Winter Jewelry Fair
会期：2021 年 12 月 6 日（月）−2022 年 1 月 10 日（月・祝） 11:00−20:00
店舗：スパイラルマーケット（スパイラル 2F)
URL：https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-market/news/winter-jewelry-fair

大切に受け継ぎたい一生もののジュエリーとの出会い
「大切に受け継ぎたい一生もののジュエリーとの出会い」がテ
ーマの Winter Jewelry Fair では「emika komuro 」「JINBO
PEARLS」「CHERRY BROWN」の 3 ブランドをご紹介します。
パールなど素材本来の魅力、七宝といった技法から生み出され
る質感、手仕事によって作られるデザインの美しさをぜひお楽
しみください。

■冬の贈り物 HARIO Lampwork Factory & murderpollen
会期：HARIO Lampwork Factory

2021 年 12 月 3 日（金）より

murderpollen 2021 年 12 月 10 日（金）より
店舗：スパイラルオンラインストア
URL：https://store.spiral.co.jp/sp-2021winter

スパイラルオンラインストアでは、職人による熟練した手仕事でつくられたガラ
スのアクセサリー「HARIO Lampwork Factory」と、花や虫などの自然をモチーフ
にしたアクセサリーが人気の「murderpollen」をご紹介。こちらの 2 ブランドを
ご購入の方には、冬季限定オリジナルラッピングでお届けします。

Performing Arts

都市がダンスになるパフォーマンス・フェスティバル《WWFes 2021》
期間： 2021 年 12 月 23 日（木）−26 日（日）
会場： スパイラルホール＋その周辺、7days 巣鴨店、オンライン 他
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-hall/whenever_wherever_festival2021

都市・青山を⾝体を通して新たにイメージするパフォーマンス・フェスティバル
「Whenever Wherever Festival 2021（ウェン・ウェア・フェス）」をスパイラルホー
ルで開催。都市を介して容易に名づけられない固有の領域（らへん）を想像的に見つ
け だ し 、時 空の 幅 を含 む それ ぞ れの 場 所で 都市 の 複層 的 な体 験へ と 潜 り込 む
「Mapping Aroundness──〈らへん〉の地図」と青山・スパイラル周辺で採集され
た感覚から多くのスコアやテクストをつくりだし、ダンスとして発表する、28 名の
アーティストによる計 13 時間の上演作品「Becoming an Invisible City Performance
Project〈青山編〉──見えない都市」の２プログラムを開催。
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Restaurant
スパイラルカフェ、レストラン ラウンジ アンクルハットでは、
クリスマスシーズン限定のスペシャルメニューをご用意しています。

■《NATALE》 Xmas Dinner
ウェルカムシャンパン&ワイン付の特別ディナーコース。オマール海
老、フォワグラ、ズワイ蟹などを使った前菜盛合せ、甘鯛を添えたリ
ゾット、特選牛のグリル、ドルチェ&コーヒーの 4 皿 8 品のスペシャ
ルコース。また、土日限定でアフターヌーンティーのプランもご用意
しています。
店舗：スパイラルカフェ（スパイラル 1F）
提供期間：2021 年 12 月 23 日（木）−26 日（日）
価格：7,500 円（税込・サービス料込）*要予約 2 名様より。
URL ： https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-cafe/natale-xmas2021

■《Le Noël Uncle Hat》
オーナーシェフ・依田輝明による、旬の食材をふんだんに使用した本
格フレンチの Xmas フルコースディナーご用意。青山を一望する開放
的な空間で、特別なひとときをお過ごしください。

店舗：レストラン ラウンジ アンクルハット（スパイラル 8F）
提供期間：12 月 23 日（木）−26 日（日）*要予約 2 名様より。
価格：18,000 円〜（税込・サービス料込）
ご予約時間等の詳細は、下記よりご確認ください。
URL: https://www.spiral.co.jp/topics/unclehat/seasonal_menu_christmas_2021

Information

各催事の開催にあたり、スパイラルではお客様およびスタッフの安全と健康に配慮した感染拡大予防対策をとっており
ます。開催時の状況により、一部内容を変更する可能性があります。
営業状況などの詳細はスパイラルウェブをご確認ください。
https://www.spiral.co.jp/topics/spiral/2

冬期休館のご案内
スパイラルは 2021 年 12 月 30 日（木）—2022 年 1 月 3 日（月）の期間、
設備点検のため全館休館とさせていただきます。

