R E N TA L S PA C E

Spiral is a cultural facility complex
opened by Wacoal Corporation in Aoyama, Tokyo, in October 1985
with the aim of operating commercial culture-related activities.
Spiral accommodates a variety of spaces that can be used for different activities,
including an art gallery, a café, a multipurpose hall, restaurants and bars,
a store selling lifestyle items and gifts, and a beauty salon.
The building and its activities are managed by Wacoal Art Center,
an affiliate of Wacoal Corporation.
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Entrance Spaces

青山通りに面したスパイラルのエントランススペースで、
物販や各種催事を実施いただけます。

With its natural lighting and access facing
the boulevard of Aoyama-dori, the entrance space is
suitable for a pop-up retail event and more.
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季節を先取りするファッションアイテムの販売、

都市における文化の港がコンセプトの MINA-TO 。

現代アートから最新のプロダクトまで「今」を体現できる
作品の展示販売が可能です。

MINA-TO is conceived as a cultural port ( minato ) in the city
where people, things and ideas can freely intersect.
It is suitable for exhibiting and selling artworks
that express the “ now,” from contemporary art
to the latest kinds of product design.
TEL. 03-3498 - 4015
11: 00 - 20: 00

スパイラルガーデンと連動したイベントの開催など、
発信性の高いフレキシブルなイベントスペースです。

This highly flexible event space can reach
a large number of people, making it suitable for selling
seasonal fashion products or for use in coordination
with an event at Spiral Garden.
TEL. 03-3498 - 4015 ( MINA-TO )
11: 00 - 20: 00
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スパイラルの専任スタッフが、

この空間だからこそ実現できるイベント、展覧会、
パーティの演出をサポートいたします。

Spiral ʼs dedicated team is always ready to help
realize a range of events, exhibitions and parties
that maximize the potential of the space.

スパイラル内のスペースや

・100 名以上の本格的パーティから、展覧会、

パーティをサポートします。

・商談時のドリンクサービスやケータリングのご相談

The spaces and restaurants
at Spiral are available for
hire for parties.

・Suitable for a wide range of gatherings, from parties with over

レストラン、カフェを利用しての

専任のスタッフが、企画の

プランニングからプロデュースまで、
様々なご要望を実現する

お手伝いをします。

Spiral ʼ s specialist team is able to
plan and produce an event to
meet a variety of requests.
制作から運営まで、

会場施設

経験豊富なスタッフが

Lighting, Sound
and Venue
Management

From production to operation,
Spiral ʼs highly experienced
team undertakes all levels
of management.

裏方すべてを請け負います。

イベントのレセプションまで、幅広く承っています。

100 guests to informal receptions for events and exhibitions

・ Coffee service and catering for business events
・展示構成のサポート

・デザイナーやアーティストのコーディネート

・展覧会の企画立案からレイアウトのご提案
・Assisting in exhibition arrangement

・Coordinating with designers and artists
・Exhibition planning and layout

・展覧会、ショー、シンポジウム、

ライブ、パーティなどのさまざまな企画立案及び運営

・収容人数に合わせた会場レイアウトから当日の進行まで全てに対応
・ディスプレイ、照明、音響、会場施工、プロジェクターなどの
映像機材、看板、装花、什器の発注 ほか

・Event planning and management for exhibitions, shows,

symposium, concerts, parties, and more

・Venue layout alteration to match

the event capacity and operation on the day

・Ordering and preparing displays, lighting, sound,

venue arrangements, video equipment ( such as projectors ),
signs, floral decoration, furniture, and more

催事開催時の
広報ツール

Promotion and
Publicity Tools

・1F エレベーター横デジタルサイネージ
・B1 サイズポスタースタンド
・フラッグ

・スパイラル公式サイト

( www.spiral.co.jp )

・Digital signage by

ground floor elevators

・Poster stands ( B1 size )
・Flags

・Spiral website

( www.spiral.co.jp )
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