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　愛知県 　中京佐川急便 　社内フィットネスジム 　屋内/常設 　高 3m × 幅 6m 　垂壁

　愛知県 　バイタルなごや 　イベント 　屋外/仮設 　高 12m × 幅 3m 　オーバーハング２段

　愛知県 　ボルビックカップ名古屋大会 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 15m × 幅 3m 　一般参加及びコンペ

　愛知県 　名古屋ポート・メッセ 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 14m × 幅 3m 　ＪＦＡツアー戦

　愛知県 　一宮・美和多保育園 　園庭 　屋外/常設 　高 2.5m × 幅 6m 　ＦＲＰ製遊具

　愛知県 　好日山荘名古屋栄店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 3.6m＋3.6m 　Ｌ字型,木製パネル

　愛知県 　名古屋東山動物園ゴリラ舎 　動物園 　屋外/常設 　高 4m × 幅 2.7m 　コンクリート壁面にホールド取付

　愛知県 　豊田市総合体育館 　体育館 　屋内/常設 　高 10m × 幅 8m 　コンクリート壁面にホールド取付

　愛知県 　第49回愛知国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 46m × 幅 20m 　世界最大規模

　愛知県 　一宮かもめ保育園 　園庭 　常設/屋外 　高2.5m×幅3m 　基礎工事含まず

　愛知県 　豊田市立　豊田小学校 　体育館 　屋内/常設 　高 2.7m × 幅 3.6m 　木製パネル　山岳風景書き込み

　愛知県 　新田小学校 　校舎側面 　屋外/常設 　高3m×幅9m 　ボルダーウォール

　愛知県 　名古屋市体育館 　体育館 　屋内/常設 　高2.7ｍ ｘ 幅1.8ｍ ｘ４台 　ロックステーション（自立型）壁４台

　愛知県 　ピークンクライミングジム 　ジム 　屋内常設 　木製パネル

　愛知県 　大高こども園 　保育園 　屋内常設 　木製パネル

　愛知県 　一宮市総合体育館 　体育館 　屋内常設 　高2.5ｍ × 幅15ｍ 　木製パネル

　秋田県 　第62回秋田国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/仮設 　高 15m × 幅 4m 　FRP3次元パネル　可動2面　固定2面

　秋田県 　有浦保育園 　保育園 　屋内常設 　高2.6ｍ×幅2.5ｍ 　木製パネル

　石川県 　寺井町保育園 　保育園 　屋外/常設 　ＦＲＰ製擬岩遊具

　石川県 　第46回石川国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/仮設 　高 35m × 幅 10m 　ホールド,ルートセッティング

　石川県 　ボーイスカウト日本ジャンボリー 　イベント 　屋外/仮設 　高 6m × 幅 6m 　ＦＲＰ製擬岩パネル仕様　ジャンボリー期間4日

　石川県 　金沢駐屯地 　訓練壁 　屋外/常設 　FRP製パネル

　茨城県 　茨城西南地方広域古河消防署 　消防壁外壁 　屋外/常設 　20㎡ 　消防救助訓練用

　茨城県 　コージツつくば店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 7.2m 　木製パネル

　岩手県 　岩手県立大学 　体育館 　屋内/常設 　高 8.5m × 幅 11m 　ＦＲＰ製ボード＋コンクリート壁

　岩手県 　ぴっころ保育園 　保育園 　屋内常設 　高1.8ｍ × 幅3.6ｍ 　木製パネル

　愛媛県 　西条市消防庁舎 　訓練壁 　屋外/常設 　高 13m × 幅 3m 　コンクリート壁にホールド取付

　愛媛県 　西条市消防庁舎 　訓練壁 　屋外/常設 　高 10m × 幅 4m

　愛媛県 　東温市消防庁舎 　訓練壁 　屋外/常設 　高 14m × 幅 2.4m 　コンクリート壁にホールド取付

　愛媛県 　松山大学 　体育館内 　屋内/常設 　高 5m × 幅 6m 　ホールド,ルートセッティング

　愛媛県 　国立 大洲青年の家 　国立体育館 　屋外/常設 　高 8m × 幅 10m 　ＦＲＰ製パネル,オーバーハング

　愛媛県 　国立 大洲青年の家 　国立体育館 　屋外/常設 　高 3m × 幅 10m 　トラバース(ボルダリング)

　愛媛県 　愛媛大学 　トレーニングルーム 　屋内/常設 　高 4.5m × 幅 10.8m 　ボルダーウォール

　大分県 　第63回大分国体（リード壁） 　競技壁 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m 　FRP製パネル、可動壁２面

　大分県 　大分県立杵築高校 　体育館 　屋外/常設 　高 12m × 幅 4m 　ＦＲＰ製ボードオーバーハング

　大分県 　大分県立総合体育館 　体育館 　屋外/常設 　高 14.5m × 幅 6m 　三次元ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

　大分県 　大分県立総合体育館 　体育館 　屋外/常設 　高 5m × 幅 6m × ２面 　基部にﾎﾞﾙﾀﾞｰﾙｰﾑ

　大分県 　第63回大分国体（ボルダリング壁） 　競技壁 　屋内/仮設 　高 5m × 幅 12m 　木製パネル仕様、２面

　大分県 　大分県立竹田高校 　学校 　屋内/仮設 　木製パネル

　大阪府 　タルタランド 　アウトドアショップ 　外壁/常設 　高 12m × 幅 5m 　垂壁

　大阪府 　ハロースポーツプラザ伊丹 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 4m × 幅 5m 　垂壁

　大阪府 　ＯＣＳクライミングジム 　屋内/常設 　(１階) 高 4m × 幅 25m 　木製パネル

　大阪府 　ＯＣＳクライミングジム 　屋内/常設 　(２階) 高 3m × 幅 10m 　木製パネル

　大阪府 　ＯＣＳクライミングジム 　屋外/常設 　高 7m × 幅 3.6m 　FRP製パネル

　大阪府 　江坂ハートランドビル 　屋内/常設 　(A) 高 15m × 幅 1.5m 　木製パネル

　大阪府 　江坂ハートランドビル 　屋内/常設 　(B) 高 3m × 幅 9m 　木製パネル

　大阪府 　パニパニ 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 6m × 幅 2m 　垂壁

　大阪府 　クラブウエスト 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 8m × 幅 4m 　レッスンを含む

　大阪府 　ギャレ大阪`93 　アウトドアフェスティバル 　屋外/仮設 　高 8m × 幅 4m 　一般参加,垂壁

　大阪府 　ギャレ大阪`94 　アウトドアフェスティバル 　屋外/仮設 　高 8m × 幅 4m 　一般参加,オーバーハング

　大阪府 　ギャレ大阪`95 　アウトドアフェスティバル 　屋外/仮設 　高 8m × 幅 6m 　一般参加,オーバーハング

　大阪府 　大阪交野市ほしだ園地 　公立公園施設 　屋外/常設 　高 3m × 幅 6m 　コンクリート壁

　大阪府 　ギャレ大阪`96 　アウトドアフェスティバル 　屋外/常設 　高 8m × 幅 6m 　一般参加,オーバーハング

　大阪府 　ＪＲ西日本 　イベント 　屋外/仮設 　高 2.7m × 幅 7.2m 　一般参加

　大阪府 　ギャレ大阪`97 　アウトドアフェスティバル 　屋外/仮設 　高 8m × 幅 6m 　一般参加,オーバーハング

　大阪府 　吹田市片山体育館 　市立体育館 　屋内/常設 　高 10m × 幅 3.6m 　ＧＲＣパネル

　大阪府 　水と緑の物語 　イベント 　屋外/仮設 　高 7m × 幅 4m 　一般参加,地元テレビ中継

　大阪府 　チューリップ保育園 　園庭 　屋外/常設 　高 3m × 幅 7m 　ボーリングレーン板利用

　大阪府 　コージツ高槻店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 3m × 幅 3.6m 　木製パネル

　大阪府 　錦ロイヤル 　アウトドアショップ 　外壁/常設 　高 9m × 幅 7m 　垂壁

　大阪府 　花と緑の博覧会 　スイスパビリオン 　屋外/仮設 　高 8m × 幅 15m 　スイスの山岳風景描写,一般参加

　大阪府 　アガルタ 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 6m × 幅 6m 　カンテ

　大阪府 　エグザスなかもず 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 6m × 幅 6m 　木製パネル

　大阪府 　花ぽーとブロッサム 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 15m × 幅 6m 　垂壁及びオーバーハング

　大阪府 　第52回大阪国体 　山岳登攀競技用 　屋外/常設 　高 16.5m × 幅 15m 　特注コンクリート製パネル

　大阪府 　グランシティ平野 　大阪市住宅供給公社住宅 　屋外/常設 　高 3m × 幅 5m 　入口,駐車場隔壁利用遊戯施設

　大阪府 　阪神百貨店 　イベント 　屋外/仮設 　高 7m × 幅 5m 　体育の日,一般参加

　大阪府 　高槻フラワーパーク 　公園 　屋外/常設 　高 3m × 幅 8m 　ＦＲＰ立体ボルダータワー

　大阪府 　ＰＬイベント 　イベント 　屋外/仮設 　高6m×幅4m、高2.7ｍ×幅3.6m

　大阪府 　キッザニア甲子園内ウォール 　アミューズメント施設 　屋内/常設 　高6m×幅7m

　大阪府 　グラヴィティーリサーチ難波 　クライミングジム 　屋内常設 　リード・ボルダージム木製パネル

　大阪府 　BOLDクライミングジム 　クライミングジム 　屋内常設 　木製ボルダー壁

　大阪府 　大阪教育大学 　校庭 　屋外常設 　高2ｍ×幅5ｍ　×　２基 　木製ウッドデッキ材、FRP製パネル

　大阪府 　和泉乳児院 　保育園 　屋外常設 　高2ｍ×幅2ｍ 　コンクリート壁

　大阪府 　カトリック聖マリア幼稚園 　幼稚園 　屋外常設 　高2ｍ×幅2.2ｍ 　コンクリート壁

　大阪府 　ナンバヒップス 　商業施設 　屋外常設 　FRPパネル

　岡山県 　倉敷高等学校 　ユニットハウス 　屋内/常設 　高 3.6～5.3m × 幅 2.4m × ４基 　オーバーハング４タイプ

　岡山県 　湯原クライミング 　国体施設 　屋外/仮設 　高 15m × 幅 4m × ２基 　木製パネル　岡山国体仮設壁

　岡山県 　津山総合体育館 　体育館 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 3.6m 　合板パネル

　岡山県 　玉野市青少年スポーツセンター 　市立体育館 　屋内/常設 　高 10m × 幅 4m 　ＦＲＰ可動

　岡山県 　岡山アクションスポーツパーク 　公園 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m 　FRP製パネル

　岡山県 　岡山アクションスポーツパーク 　公園 　屋外/常設 　高 4～5m × 幅 4～5m × ３基 　ボルダーウォール

　　　　フリークライミングフリークライミングフリークライミングフリークライミング用人工壁一覧用人工壁一覧用人工壁一覧用人工壁一覧
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　岡山県 　第60回岡山国体 　山岳登攀競技用施設 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m × ２基（可動） 　FRP製パネル

　岡山県 　第60回岡山国体 　山岳登攀競技用施設 　高 9m × 幅 18m 　ボルダールーム

　岡山県 　湯原クライミングセンター 　競技用 　屋内/常設 　木製パネル

　香川県 　香川県山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 12m × 幅 4.5m 　ＦＲＰパネルにリニューアル

　香川県 　香川県山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 12m × 幅 4.5m 　垂壁及びオーバーハング

　香川県 　高松工芸高校 　屋内/常設 　部室に自立式ボルダリングウォールを入れた

　鹿児島県 　好日山荘鹿児島天文館店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 2.8m × 幅 2.5m 　ＧＲＣパネル

　鹿児島県 　国立 大隅少年自然の家 　国立体育館 　屋内/常設 　高 7m × 幅 17m

　鹿児島県 　鹿児島県立鴨池陸上競技場 　競技場 　屋外/常設 　高 12m × 幅 6m 　三次元ﾊﾟﾈﾙ,競技場バックスタンド

　鹿児島県 　志布志消防署 　訓練施設 　屋外/常設 　コンクリート壁

　神奈川県 　スポーツスクエア新百合ヶ丘 　スポーツクラブ 　屋外/常設 　高 25m × 幅 7m 　コンクリート壁

　神奈川県 　神奈川県防災センター 　消防学校 　外壁/常設 　高 22～45m × 幅 7m 　消防士のトレーニング用

　神奈川県 　クラブ．ソル　たまプラーザ 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 8m × 幅 6m 　限られたスペース有効利用

　神奈川県 　横浜ロックマスター 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 13m × 幅 4m 　日本選手権,三次元ﾓｼﾞｭﾗｰﾊﾟﾈﾙ

　神奈川県 　アスリエ大倉山 　スポーツジム 　屋内/常設 　高 4.5m × 幅 5m 　合板パネル

　神奈川県 　和光大学 　サブアリーナ 　屋内/常設 　高 4.5m × 幅 9m 　木製パネル

　神奈川県 　和光大学 　吹き抜け、ホール部分 　屋内/常設 　高 13m × 幅 3m 　コンクリート壁面上部に木製オーバーハング取付

　神奈川県 　セントラル溝の口 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 4m × 幅 12m 　木製パネル　Ｌ字型に立体面を構成

　神奈川県 　小田原　川東タウンセンター 　児童館 　室内/常設 　高 2.9m × 幅 12m (外周) 　木製パネル、擬岩ウォール

　神奈川県 　鎌倉学園 　高校体育館 　外壁/常設 　高 13m × 幅 5m 　高校生用ルートセッティング

　神奈川県 　神奈川県藤野町スポーツ広場 　スポーツ広場 　屋外/常設 　高 6m × 幅 4.5m 　オーバーハング,ＦＲＰパネル

　神奈川県 　横浜ベイサイドマリーナ 　ショッピングセンター 　屋外/常設 　高 12m × 幅 3m 　FRP製パネル

　神奈川県 　葉山ビーチ　ボルダリングルーム 　ボルダリングジム 　屋内/常設

　神奈川県 　DAVOS横浜店 　商業施設 　屋内/常設 　高2ｍｘ幅6ｍ 　木製パネル

　神奈川県 　鳩の森愛の詩瀬谷保育園 　保育園 　屋外/常設 　高1.5ｍ×幅2.6ｍ　他４基 　コンクリート壁

　神奈川県 　熱海リゾナーレ 　遊具施設 　屋内常設 　高6ｍ ｘ 幅8ｍ 　木製パネル

　岐阜県 　ジャスコスポーツクラブ岐阜 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 9m 　カンテ

　岐阜県 　コージツ各務原店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 2.5m × 幅 1.8m 　木製パネル

　岐阜県 　安八スカイウォール(旭金属工業（株）) 　岐阜安八工場 　屋外/常設 　高 12m × 幅 10m 　壁面コーナー利用

　岐阜県 　新田小学校 　体育館 　屋内/常設 　木製パネル

　岐阜県 　帝京可児小学校 　体育館 　屋内常設 　高2.5ｍ × 幅3ｍ 　木製ボルダー壁

　岐阜県 　第67回岐阜国体（リード壁） 　競技壁 　屋外/仮設 　高15m × 幅4m × 2基 　ＦＲＰパネル　可動壁２面（リードクライミング）

　京都府 　ハロースポーツプラザ京都 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 4m × 幅 4m 　垂壁

　京都府 　京都らくざんモンベルルーム 　アウトドアショップ 　外壁/常設 　高 12m × 幅 3m 　ペインティング有り

　京都府 　京都市養生浴場市立体育館 　屋外/常設 　高 3m × 幅 3m 　既存建物外壁に後付け

　京都府 　舞鶴市東消防署 　訓練施設 　屋外/常設 　高 15m × 幅 1.5m 　コンクリート壁

　京都府 　京都竹園児童館 　遊戯室 　屋内/常設 　高 2.6m × 幅 3m 　コンクリート壁

　京都府 　園部消防署 　訓練壁 　屋外/常設 　高 12m × 幅 2m 　コンクリート壁にホールド取付

　京都府 　やまびこクラブ 　私立体育館 　屋内/常設 　高 9m × 幅 10m 　ルーフ,オーバーハング

　京都府 　京都産業大学 　体育館 　屋外/常設 　高 6m × 幅 10m 　大学体育館コンクリート外壁

　京都府 　同志社大学 　新町校舎学生会館 　屋内/常設 　高 2.8～4.6m × 幅 10.7m 　ボルダーウォール

　京都府 　城陽市ふたば園 　保育園 　屋内常設 　ロックステーション（自立型）１台

　京都府 　花背山の家 　体育館 　屋内常設 　木製パネル

　熊本県 　熊本県立総合体育館 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 12m × 幅 6m 　国体強化練習用

　熊本県 　グリーンハイランド砥用 　町立施設 　屋外/常設 　高 15m × 幅 3m 　九州ブロック大会等,競技用壁

　群馬県 　群馬県立利根実業高校 　グラウンド横 　屋外/常設 　高 3.6m × 幅 3.6m 　自立式ボルダーウォール

　群馬県 　国体・関東ブロック大会（群馬県榛名町） 　コンペティション 　屋外/仮設 　高 12m × 幅 3m 　国体関東ブロック大会

　群馬県 　箕郷児童センターいずみ 　児童館 　屋内/常設 　高5m×幅3m 　FRP製パネル

　群馬県 　関東ブロック大会 　屋内/常設 　木製パネル

　高知県 　高知県高知西高校 　体育館 　屋外/常設 　高 4.5m × 幅 4.5m 　木製パネル

　高知県 　高知県本山高校 　体育館 　屋内/常設 　高 4.5m × 幅 4.5m 　木製パネル

　高知県 　高知県春野競技場 　運動公園 　屋外/常設 　高 10m × 幅 4m 　ＦＲＰ可動

　高知県 　第57回高知国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m × ２基（可動） 　FRP製パネル

　高知県 　第57回高知国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 15m × 幅 3m × ２基（固定） 　FRP製パネル

　高知県 　第57回高知国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋内/常設 　150㎡ 　室内クライミング施設

　高知県 　高知県　北島病院 　病院内リハビリスペース 　屋内/常設 　高 2.7m × 幅 3.6m 　木製パネル

　高知県 　高知県障害者スポーツセンター 　リハビリ用 　屋内/常設 　高 2.7m × 幅 3.6m 　木製パネル

　埼玉県 　秩父警察署 　新庁舎 　外壁/常設 　高 13m × 幅 6m 　オーバーハング,救助訓練用

　埼玉県 　パンプクライミングジム 　屋内/常設 　高 6m × 幅 3m 　オーバーハング

　埼玉県 　クラブ．ソル　岩槻 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 7m × 幅 6m 　ＦＲＰ,合板製パネル組み合わせ

　埼玉県 　芝浦工業大学大宮校舎 　キャンパス 　屋外/常設 　高 3.5m × 幅 5m 　コンクリート壁,オーバーハング

　埼玉県 　陸上自衛隊大宮駐屯地 　レンジャー訓練塔 　屋外/常設 　高 15m × 幅 6m 等 　ＧＲＣパネル

　埼玉県 　むさしの保育園 　園庭 　屋外/常設 　高 2.5m × 幅 4m 　FRP製パネル

　埼玉県 　ワールドカップ加須大会 　イベント 　屋内/仮設 　増設部分含む全長20m 　木製パネル、最大傾斜180°

　埼玉県 　川口西公園「風の塔」 　屋外/常設 　高 3m × 幅 6m 　公園内に設置

　埼玉県 　鶴ヶ島市立児童館 　市立施設 　屋内/常設 　高 3m × 幅 9m 　木製パネル

　埼玉県 　埼玉県立坂戸高等学校 　校舎階段脇 　屋外/常設 　高 4.5m × 幅 5.4m 　ボルダーウォール,形状各種

　埼玉県 　埼玉県立春日部東高等学校 　部室棟裏 　屋外/常設 　高 3.6m × 幅 3.6m 　自立式ボルダーウォール

　埼玉県 　秩父警察署 　訓練施設 　屋外/常設 　高 13m × 幅 3m 　オリジナルＦＲＰパネル

　埼玉県 　深谷地区消防本部 　訓練施設 　屋内/常設 　高 8m × 幅 4.3m 　合板パネル

　埼玉県 　西武ドーム・スポーツイベント 　イベント 　屋内/仮設 　高 2m × 幅 3.6m 　セントラルスポーツ、西武ドームイベント1日体験

　埼玉県 　ボルダリングワールドカップ 　競技壁 　屋内/仮設 　木製パネル

　埼玉県 　蕨市体育館 　体育館 　屋内/常設 高2.7ｍ ｘ 幅1.8ｍ ｘ６台 　ロックステーション（自立型）壁６台

　埼玉県 　NOBOクライミング 　屋内常設 　木製パネル

　埼玉県 　深谷はばたき特別支援学校 　体育館 　屋内常設 高1.8ｍ×幅13.5ｍ、高4．1m×幅3.6m 　木製ボルダー壁

　埼玉県 　騎西こども園 　幼稚園 　屋外常設 高3ｍ ｘ 幅6ｍ 　木製ウリン材壁

　埼玉県 　西武ドーム・スポーツイベント 　イベント 　屋外/仮設 高2.7ｍ × 幅5.4ｍ 　木製パネル

　佐賀県 　佐賀県立多久工業高等学校 　体育館 　屋外/常設 　高 12m × 幅 8m 　九州最大規模, ﾎﾞﾙﾀﾞｰﾙｰﾑ併設

　佐賀県 　佐賀ブロック大会 　競技用 　屋内/常設 　木製パネル

　静岡県 　東海大海洋学部 　体育館 　屋内/常設 　高 2.7m × 幅 5.4m 　木製パネル

　静岡県 　静岡県立浜松北高等学校 　部室棟 　屋外/常設 　高 7m × 幅 4m 　静岡国体使用後移設

　静岡県 　コージツ浜松可美店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 3.6m 　木製パネル
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　静岡県 　ス・ウェン 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 12.6m × 幅 9m 　ＦＲＰ,合板製パネル組み合わせ

　静岡県 　第58回静岡国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 15m × 幅 3m × ２基（可動） 　FRP製パネル

　静岡県 　第58回静岡国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/仮設 　高 15m × 幅 3m × ２基（固定） 　解体後8ヶ所に移設

　静岡県 　静岡県立富士宮西高等学校 　中庭 　屋外/常設 　高 4m × 幅 6m 　三次元パネル,静岡国体使用後移設

　静岡県 　こどもの国 　広場 　屋外/仮設 　高 6 × 幅 4m 　メインウォール

　静岡県 　こどもの国 　広場 　屋外/仮設 　高 2.7 × 幅 3.6m 　ボルダーウォール

　静岡県 　ボディーコンディショニング 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高2.7m×幅3.6m

　静岡県 　浜松市社会福祉施設 　リハビリ施設 　屋内/常設 　高6.2ｍ×幅3.6ｍ 　木製パネル

　静岡県 　リゾナーレ熱海 　ホテル 　屋内/常設 　高6.8m × 幅6.7ｍ 　木製パネル・花火型木製ホールド

　島根県 　宍道総合運動公園 　公園内広場 　屋外/常設 　高 4m × 幅 4m 　コンクリート擁壁仕様。ハング面、スラブ面あり。

　島根県 　松江工業高校 　体育館 　屋内/常設 　FRPパネル

　島根県 　邑南町中野公民館 　体育館 　屋内/常設 　高3m × 幅8m 　FRPパネル

　千葉県 　マザー牧場 　夏休みイベント 　屋外/仮設 　高 2.7m × 幅 10.8m 　木製パネル

　千葉県 　スポーツスクエア新松戸 　スポーツクラブ 　屋外/常設 　高 23m × 幅 5m 　コンクリート壁

　千葉県 　スポーツスクエア新松戸 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 4m × 幅 5m 　木製パネル

　千葉県 　野田市体育館 　清水公園体育館 　外壁/常設 　高 10m × 幅 6m 　垂壁及びオーバーハング

　千葉県 　クライミングジム・エナジー 　ボルダリングジム 　屋内/常設 　高 4m × 幅 20m 　木製パネル、ボルダリング専用ジム

　千葉県 　第65回千葉国体 　リード壁 　屋内/常設 　高１２ｍｘ幅４ｍ　２基 　木製パネル　可動式

　千葉県 　第65回千葉国体 　ボルダリング壁 　屋内/仮設 　高5mx幅22m 　木製パネル

　千葉県 　浦安・高洲公民館複合施設 　リード・ボルダリング壁 　屋外/常設 　高12mx幅4m 　FRP3次元パネル　

　千葉県 　検見川イオンマリンピア 　アミューズメント施設 　屋内/常設 　自立型ボルダリングウオール

　千葉県 　柏北部小学校 　校庭 　屋外常設 　高2ｍ × 幅3ｍ 　コンクリート壁

　千葉県 　第二勝田保育園 　保育園 　屋内常設 　高2.5m × 幅2.4ｍ 　木製パネル

　千葉県 　袖ヶ浦サーキット場（ＢＭＷイベント） 　イベント 　屋外/仮設 　高2.7ｍ ｘ 幅8ｍ 　木製パネル

　東京都 　イエティ山幸 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 6m × 幅 4m

　東京都 　国際スポーツ医科学トレーニングセンター 　屋内/常設 　高 2.7m × 幅 18m 　オリンピック選手のトレーニング

　東京都 　(財)葛飾区スポーツ振興公社 　外壁/常設 　高 5m × 幅 5m 　公園内に設置

　東京都 　エリックス武蔵野 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 3m × 幅 10m 　中高年会員,ユニークなウォール

　東京都 　ヤマケイウォール 　(株)山と渓谷社ビル 　外壁/常設 　高 3.6m × 幅 2.7m 　社員の福利厚生

　東京都 　スポーツ109銀座クラブ 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 3m × 幅 12m 　中高年会員,ユニークなウォール

　東京都 　東京アウトドアズフェスティバル 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 15m × 幅 3m × ２基 　ＪＦＡツアー戦

　東京都 　東京消防庁 　消防救助訓練施設 　屋外/常設 　高 15m × 幅 14m 　国産特注ＦＲＰパネル

　東京都 　東京消防庁 　消防救助訓練施設 　屋外/常設 　他に訓練壁４面 　確保訓練用特注落下装置設置

　東京都 　東京モーターショウ 　イベント 　屋内/仮設 　高 7m × 幅 3m 　オーバーハング,ルーフ,曲面壁

　東京都 　ロンド・フィットネスクラブ 　スポーツクラブ 　屋内/常設 　高 7m × 幅 7m 　ホールド,ルートセッティング

　東京都 　赤旗まつり 　イベント 　屋外/仮設 　高 6m × 幅 3m 　一般参加

　東京都 　東京アウトドアズフェスティバル 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 15m × 幅 4m 　ＪＦＡツアー戦

　東京都 　ロンド・フィットネスクラブ 　スポーツクラブ 　屋外/常設 　高 7.5m × 幅 6.3m 　オーバーハング

　東京都 　東京アウトドアズフェスティバル 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 10m × 幅 3m 　ＪＦＡツアー戦

　東京都 　東京都杉並区立児童センター 　区立施設 　屋内/常設 　高 6m × 幅 9m 　ホールド,ルートセッティング

　東京都 　東京アウトドアズフェスティバル 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 15m × 幅 3m 　ＪＦＡツアー戦

　東京都 　警視庁立川訓練所 　訓練施設 　屋外/常設 　高 14.2m × 幅 3.6m 　ＦＲＰ製パネル,オーバーハング

　東京都 　ＲＥＩ南町田 　店舗 　屋内/常設 　高 15m × 幅 20m 　ＧＲＣ製ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾀﾜｰ(ピクナル)

　東京都 　調布市・染地幼稚園 　園庭 　屋外/常設 　高 2.5m × 幅 5m 　ＦＲＰ製遊具

　東京都 　コージツ西新宿店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 2.5m × 幅 1.2m 　木製パネル

　東京都 　ＮＨＫトップランナー 　番組用セット 　屋内/仮設 　高 5m × 幅 3m 　三次元ボルダーウォール

　東京都 　東久留米市スポーツセンター 　体育館 　屋内/常設 　高 12m × 幅 2m 　高さ11ｍ,幅4mのｳｫｰﾙを高さ13m,幅6mへ増設

　東京都 　東久留米市スポーツセンター 　体育館 　屋内/常設 　高 13m × 幅 4m 　ＦＲＰ製パネル

　東京都 　イルストリートジムアポロ 　格闘技道場 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 8m 　木製パネル

　東京都 　江東区立第三大島小学校 　体育館 　常設/屋内 　高 3m × 幅 6m 　木製パネル

　東京都 　マーベル・東京ドームイベント 　イベント 　室内/仮設 　高 5.4m × 幅 5.4m 　木製パネル、東京ドームジオポリス内イベント3ヶ月間

　東京都 　キッザニア東京内ウォール 　アミューズメント施設 　屋内/常設 　高 7m × 幅 7m 　ベース鉄骨工事及び、表面サイディングコースセット

　東京都 　B-PUMP荻窪店 　ボルダリングジム 　屋内/常設 　高 4.5m　100㎡以上 　木製パネル、ボルダリング専用ジム

　東京都 　青山パシフィックビル 　レジャー 　屋内/常設 　高 3m × 幅 8m 　木製パネル仕様　休憩スペースのアクセント

　東京都 　新宿区落合公園 　公立公園遊戯施設 　屋外/常設 　高 2m × 幅 6m 　陶器製のデザイン垂壁

　東京都 　コージツ瑞穂店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 3.5m × 幅 13m 　各種ウォール形状

　東京都 　コージツ池袋店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 2.8m × 幅 8m 　オーバーハング

　東京都 　ソニースクエアビル 　イベント 　屋外/仮設 　高 15m × 幅 3m 　オーバーハング

　東京都 　アルピンクライミングジム 　屋内/常設 　高 3m × 幅 15m 　ルーフ,オーバーハング等

　東京都 　お台場冒険王 　フジテレビ　イベント 　屋外/仮設 　高 12m × 幅 4m 　メインウォール、3次元FRP

　東京都 　お台場冒険王 　フジテレビ　イベント 　屋外/仮設 　高 4.5m × 幅 5.4m 　ボルダーウォール

　東京都 　アクティブコレクション 　ビックサイト　イベント 　屋内/仮設 　高 12m × 幅 3m 　メインウォール、3次元FRP

　東京都 　アクティブコレクション 　ビックサイト　イベント 　屋内/仮設 　高 4m × 幅 5m 　ボルダーウォール

　東京都 　台東区立田原小学校 　屋外運動場施設 　屋外/常設 　高1.2m幅5m 　コンクリートあと打ち

　東京都 　ボルダリングジム　グラヴィティ 　ボルダリングジム 　屋内/常設 　高3m×幅14m

　東京都 　三鷹市西児童館 　肋木ウォール 　屋内/常設 　高2m×幅2m

　東京都 　ＮＨＫ「きよしとこの夜」 　番組収録 　屋内/仮設 　高6m×幅5m

　東京都 　クライミングジム　ＣＥＬＬ 　ボルダリングジム 　屋内/常設

　東京都 　福生市熊谷体育館 　ボルダリング壁 　屋内/常設 　高2.7m×幅7.2m 　自立型６列

　東京都 　立川市柴崎体育館 　ボルダリング壁 　屋内/常設 　高2.7m×幅7.2m 　自立型６列

　東京都 　エナジー高田馬場 　ボルダリング壁 　屋内/常設

　東京都 　グラヴィテイー下北沢 　ボルダリング壁 　屋内/常設

　東京都 　ソフトバンク社内イベント 　イベント 　屋内/仮設

　東京都 　足立区ギャラクシテイー第１回 　イベント 　屋内/仮設 　高3ｍ　ｘ　幅8ｍ 　木製　１面

　東京都 　足立区ギャクシテイー第２回 　イベント 　屋内/仮設 　高3ｍ　ｘ　幅8ｍ 　木製２面

　東京都 　ひばりが丘団地公益施設 　体育館 　屋内/常設 　高3ｍ ｘ 幅6ｍ 　木製パネル

　東京都 　ランナウト国分寺クライミングジム 　ジム改造 　屋内常設 　木製パネル

　東京都 　エスカラーデクライミングジム 　クライミングジム 　屋内常設 　木製ボルダージム

　東京都 　ラーゴクライミングジム 　クライミングジム 　屋内常設 　木製ボルダージム

　東京都 　渋谷区宮下公園 　公園 　屋外常設 　FRP製リード・ボルダー壁

　東京都 　法政大学 　体育館 　屋内常設 　高4ｍ ｘ 幅9ｍ 　木製ボルダー壁

　東京都 　東京学芸大付属小金井小学校 　校庭 　屋外常設 　コンクリート壁
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　東京都 　中央区立阪本小学校 　体育館 　屋内常設 　高４ｍｘ幅６Ｍ 　木製パネル

　東京都 　西元町二丁目保育園 　保育園 　屋内常設 　高2.7ｍ × 幅2m ×３基 　木製パネル

　東京都 　滋慶学園保育園 　保育園 　屋内常設 　高3ｍ ｘ 幅6ｍ 　木製パネル

　東京都 　八王子市中郷児童館 　体育館 　屋内常設 　木製パネル

　東京都 　コピス吉祥寺 　遊具施設 　屋内常設 　高1.8ｍ × 幅1.5ｍ 　木製パネル

　東京都 　東京体育館スポーツフェステイバル 　イベント 　屋内/仮設 　高2.7ｍ/5.4ｍ×幅10.8ｍ 　木製リード・ボルダリング壁

　東京都 　足立区民祭 　イベント 　屋外/仮設 　高5.4ｍ × 幅2.7ｍ　×２面 　ボルダリングウォール

　東京都 　足立ギャラクシテイ 　イベント 　屋外/仮設 　高5.4ｍ × 幅2.7ｍ　×２基 　ボルダリング壁

　東京都 　ジンガジャパン株式会社事務所 　会社事務所 　屋内/常設 　高2.5ｍ × 幅7.2ｍ 　木製ボルダリング壁

　東京都 　青山学院初等部 　小学校 　屋内/常設 　高2.2ｍ × 幅6ｍ 　木製パネル

　徳島県 　徳島消防学校・防災センター 　訓練施設 　屋外/常設 　高 24.5m × 幅 4m 　消防救助訓練用

　徳島県 　徳島城西高等学校 　ボルダー室 　屋内/仮設 　高 4m × 幅 7m 　木製パネル

　徳島県 　徳島県山岳登攀競技用人工壁 　屋外/仮設 　高 12m × 幅 4m 　垂壁及びオーバーハング

　徳島県 　第48回東四国国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/仮設 　高 7m × 幅 8m 　ルートセッティング,演技を含む

　徳島県 　鳴門総合運動公園体育館 　体育館 　屋外/常設 　高 12m × 幅 4m 　三次元パネル,中庭に設置

　徳島県 　ワンポイントフィットネスクラブ 　ジム 　屋内常設 　木製ボルダージム

　栃木県 　栃木消防防災総合センター 　外壁/常設 　高 3.5m × 幅 4m 　消防士のトレーニング用

　栃木県 　佐野市こどもフェスティバル 　屋外/仮設 　高 6m × 幅 4m 　一般参加

　栃木県 　足利市立大月小学校 　屋内運動場施設 　屋内/常設 　高 3m × 幅 5m 　小学校運動施設

　栃木県 　古河市体育館 　市立施設 　外壁/常設 　高 13m × 幅 6m 　コンクリート壁

　鳥取県 　鳥取県民体育館 　体育館 　屋内/常設 　高 13m × 幅 3m 　ボルダーウォール併設

　鳥取県 　中国ブロック大会 　屋内/常設

　鳥取県 　美保航空基地 　訓練施設 　屋外/常設 　FRPパネル

　富山県 　桜ヶ池クライミングセンター 　競技壁 　屋外/常設 　高 16m × 幅 5m × ２基 　増設,ＦＲＰ製パネル

　富山県 　文部科学省登山研究所 　訓練施設 　屋外/常設 　高 15m × 表面積約340㎡ 　既存コンクリート擬岩部分全面改修（NFC仕様）

　富山県 　富山　クライミングジム・テン 　クライミングジム 　室内/常設 　高 4m × 幅 12m 　木製パネル

　富山県 　文部科学省登山研究所内部壁 　体育館 　屋内/常設 　高 6m × 幅 3m 　ＦＲＰパネル組替、傾斜変更

　富山県 　クライミングジムテン屋外壁工事 　屋外リード壁 　屋外/常設 　高 6m × 幅 3m 　FRP製擬岩パネル仕様

　富山県 　文部科学省登山研修所屋外 　訓練壁 　屋外/常設 　高 6m × 幅 10m 　擬岩コンクリート壁

　富山県 　第55回富山国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m × ２基（可動） 　FRP製パネル

　富山県 　第55回富山国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 16m × 幅 3m × ２基（固定）

　富山県 　第55回富山国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋内/常設 　高 9m × 幅 15m

　富山県 　アジアﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ2002 　コンペティション 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m × ２基（可動） 　富山国体施設

　富山県 　南砺市福野小学校 　体育館 　屋内/常設 　高1.8ｍ × 幅6.3ｍ 　木製パネル

　富山県 　和田保育園 　保育園 　屋内常設 　高1.8ｍ × 幅4.4ｍ 　木製パネル

　富山県 　砺波青少年自然の家 　体育館 　屋外常設 　高3ｍ × 幅8ｍ 　ウッドデッキ製パネル

　富山県 　砺波青少年自然の家 　体育館 　屋内常設 　高2.5ｍ × 幅4.5ｍ 　木製パネル

　長崎県 　相浦駐屯地 　訓練施設 　屋外/常設 　高 5m × 幅 15m 　ＧＲＣパネル

　長崎県 　大村市体育文化センター 　市立体育館 　屋内/常設 　高 9m × 幅 12m 　国産ＦＲＰ三次元パネル

　長崎県 　アリーナかぶとがに(長崎県立総合体育館) 　体育館 　屋外/常設 　高 12m × 幅 6m 　ボルダーウォール併設

　長崎県 　長崎県立総合体育館県北トレーニング室 　体育館 　屋内/常設 　高 8m × 幅 9m 　4.5階を吹き抜けにしたＬ字型

　長崎県 　長崎県立総合体育館県北トレーニング室 　体育館 　屋内/常設 　高 10m × 幅 4m 　ボルダーウォール

　長崎県 　諫早こどもの城 　米ヒバブロックウォール 　屋内/常設 　高 10m × 幅 3.5m 　ウッドブロッククライミングウォール

　長崎県 　ボルダリング競技施設 　県立施設 　屋内/常設 　高5m×幅20m

　長崎県 　第69回長崎国体 　屋外リード壁 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m × ２基（可動） 　FRPパネル

　長野県 　長野県警察 　機動隊訓練壁 　屋外/常設 　高 12m × 幅 3m 　垂壁及びオーバーハング

　長野県 　佐久市子ども未来館 　展示館 　屋内/常設 　高 1.8m × 幅 5.3m 　木製パネル

　長野県 　ふれあいパーク乗鞍 　駐車場 　屋内/常設 　高 2.4m × 幅 5.7m 　コンクリート壁

　長野県 　信州博覧会 　松本広域館 　屋外/仮設 　高 20m × 幅 15m 　一般参加及びコンペ

　長野県 　アジアチャンピオンシップ 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 15m × 幅 3m × ３基 　曲面パネルオーバーハング

　長野県 　松本空港公園 　公立公園施設 　屋外/常設 　高 5～3m × 幅 30m 　陶器製,垂壁,オーバーハング

　長野県 　茅野消防署 　訓練施設 　屋外/常設 　高 12m × 幅4m 　ＦＲＰパネル

　長野県 　アイシテイシネマ 　イベント 　屋内/仮設 　高2.7ｍ × 幅7.2ｍ 　ボルダリング壁

　奈良県 　吉野広域行政組合消防本部 　訓練施設 　屋外/常設 　高 7m × 幅 4m 　コンクリート壁

　奈良県 　吉野広域行政組合消防本部 　訓練施設 　屋外/常設 　高 3m × 幅 13m

　奈良県 　好日山荘奈良田原本店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 5m × 幅 5m 　木製パネル

　奈良県 　国体近畿ブロック大会等（奈良県営プール） 　コンペティション 　屋外/仮設 　高 12m × 幅 4m 　クライミングウォール

　奈良県 　国体近畿ブロック大会等（奈良県営プール） 　コンペティション 　屋外/仮設 　高 2.7m × 幅 3.6m 　ボルダリングウォール

　新潟県 　新潟県総合研修センター 　消防学校訓練施設 　屋外/常設 　高 8m × 幅 4m 　消防士のトレーニング用

　新潟県 　消防本部糸魚川地域消防 　訓練施設 　屋外/常設 　高 7m × 幅 1.8m 　コンクリート壁

　新潟県 　アップル・スポーツカレッジ 　スポーツ専門学校 　屋外/常設 　高 14m × 幅 5.5m 　校舎外壁,表面模様入りｺﾝｸﾘｰﾄ壁

　新潟県 　田上町コミュニティーセンター 　町立施設 　屋内/常設 　高 3m × 幅 4m 　一般参加,コンクリート壁

　新潟県 　新潟東総合スポーツセンター 　市立総合体育館 　屋内/常設 　高 7.5m × 幅 4m × ３面 　競技壁

　新潟県 　新潟東総合スポーツセンター 　市立総合体育館 　屋内/常設 　高 3.5m × 幅 2.5m 　ボルダー１面

　新潟県 　北信越大会 　体育館 　屋外/仮設 　高 12m × 幅 3m × ２基 　国体予選

　新潟県 　国際アウトドア専門学校 　校舎 　屋内/常設 　高 15m × 幅 4m × ３基 　オーバーハング3タイプ

　新潟県 　国際アウトドア専門学校 　校舎 　屋内/常設 　高 5m × 幅 20m 　ボルダーウォール,Ｌ字型,多面体構成

　新潟県 　新潟国体施設（リード） 　体育館側面 　屋外/仮設 　高15m×幅4m×2基 　FRPパネル

　新潟県 　新潟国体施設（ボルダー） 　体育館内 　屋内/仮設 　高5m×幅12m×2基 　木製パネル

　新潟県 　ボルダリングジムＫｍ２ 　クライミングジム 　屋内/常設 　木製パネル

　兵庫県 　好日山荘加古川店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 3m × 幅 6m 　コンクリート擬岩

　兵庫県 　垂水スポーツガーデン 　公園 　屋外/常設 　高 6.2m × 幅 3.6m 　木製パネル

　兵庫県 　ＡＢＣアウトドアフェスタ 　イベント 　屋外/仮設 　高 7m × 幅 4m 　移動式ＦＲＰ製ウォール

　兵庫県 　クライミングジムロックガーデン 　クライミングジム 　屋内/常設 　フロア約120㎡ 　1階、2階とも木製パネル

　兵庫県 　第61回兵庫国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋内/仮設 　高 15m × 幅 4m 　FRP製パネル3次元パネル可動壁4面

　兵庫県 　モンベルクラブ六甲 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 8m × 幅 16m 　周囲に５種類壁面及びルーフ

　兵庫県 　兵庫県消防学校 　訓練施設 　屋外/常設 　高 20m × 幅 5.7m 　国内最大規模の防災施設における訓練ウォール

　兵庫県 　好日山荘神戸三宮店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 3m × 幅 7m 　木製パネル

　兵庫県 　キッザニア甲子園 　商業施設 　屋内/常設 　高6m×幅8m 　デザインボード（サイディング）

　兵庫県 　グラヴィテイーリサーチ 　クライミングジム 　屋内/常設 　木製パネル

　兵庫県 　ハイマートベルク 　クライミングジム 　屋内/常設 　木製パネル

　広島県 　広島カープ屋内練習場 　トレーニング場 　屋内/常設 　高 4m × 幅 3m 　垂壁,コンクリート
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　広島県 　福山市新市スポーツセンター 　体育館 　屋内/常設 　高 2.5m × 幅 5m 　コンクリート壁

　広島県 　福山平成大学 　体育館 　屋内/常設 　高 8m × 幅 5.4m 　木製パネル　体育館エントランスに設置

　広島県 　広島県立総合体育館 　フィットネスルーム 　屋内/常設 　高 5m × 幅 15m 　国内初のドイツ製パネル

　広島県 　コージツ宮内店 　アウトドアショップ 　外壁/常設 　高 10m × 幅 4m 　オーバーハング,新レリーフ採用

　広島県 　やわらぎ幼稚園 　遊戯室 　屋内/常設 　高 2m × 幅 3.6m 　合板パネル

　広島県 　やわらぎ第２保育園 　園庭 　屋外/常設 　高 2.5m × 幅 4m 　ウリン材

　広島県 　安芸太田町公園 　町立公園 　屋外/常設

　広島県 　CEROクライミングジム 　クライミングジム 　屋内常設 　リード・ボルダージム木製パネル

　福岡県 　キャンプ２ 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 4m × 幅 6m 　店内の壁に設置

　福岡県 　ＪＦＡ福岡大会 　コンペティション 　屋内/仮設 　高 15m × 幅 3m 　ジャパンツアーの一環

　福岡県 　ケニーズファミリービレッジ 　オートキャンプ場内 　屋外/常設 　高 6m × 幅 10m 　アウトドアスポーツ施設

　福岡県 　ＪＦＡ福岡大会`95 　コンペティション 　屋外/仮設 　高 15m × 幅 3m 　ＪＦＡツアー戦

　福岡県 　ＪＦＡ福岡大会`96 　コンペティション他 　屋内/仮設 　高 11m × 幅 4m 　(社)日本山岳協会主催

　福岡県 　ＪＦＡ福岡大会 　コンペティション 　屋外/仮設 　高 15m × 幅 3m 　ＪＦＡツアー戦

　福岡県 　アウト・バック 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 総7.5m × 幅 総5.8m 　ルーフ,オーバーハング

　福岡県 　天神ＦＭ 　イベント 　屋内/仮設 　高 10m × 幅 3m 　オーバーハング

　福岡県 　福岡県警察機動隊 　訓練施設 　屋内/常設 　高 15.5m × 幅 6.6m 　合板パネル

　福岡県 　竜岩自然の家 　体育館 　屋内/常設 　高 2.8m × 幅 3.6m 　木製パネル

　福岡県 　粕谷南部消防署 　訓練施設 　屋外/常設 　高 10m × 幅 3m 　コンクリート壁

　福岡県 　ユーパラ福岡店 　アミューズメント施設 　屋内/常設 　高 8m × 幅 9m 　木製パネル

　福岡県 　竜岩自然の家ボルダー増設工事 　ボルダリング施設 　屋内/常設 　増築後　高 7m × 幅 4m 　FRP3次元パネル　増築

　福岡県 　第45回福岡国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋内/常設 　高 35m × 幅 30m 　ホールド,ルートセッティング

　福岡県 　ＪＦＡジャパンツアー第５戦 　コンペティション 　屋外/常設 　高 13m × 幅 3m 　ＪＦＡツアー戦

　福岡県 　前原市勤労者体育センター 　市立体育館 　屋内/常設 　高 9m × 幅 7m 　合板製パネル

　福岡県 　九州アウトドアフェア`97 　コンペティション 　屋外/仮設 　高 9m × 幅 3m 　九州フリークライミング協会主催

　福岡県 　アウト・バック 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 5.4m × 幅 8.1m 　ＦＲＰ,合板製パネル組み合わせ

　福岡県 　リフレスおおむた 　市立公園キャンプ場 　屋外/常設 　高 3m × 幅 2.5m 　子供立体遊具

　福岡県 　リフレスおおむた 　市立公園キャンプ場 　屋内/常設 　高 7.5m × 幅 4.5m 　ボルダー・リード

　福岡県 　竜岩自然の家 　公園体育館 　屋内/常設 　高 6m × 幅 4m 　FRP製パネル

　福岡県 　アクシオン福岡（福岡県立ｽﾎﾟｰﾂ科学情報ｾﾝﾀｰ） 　県立施設 　屋外/常設 　高 14m × 幅 6m 　ＦＲＰ製パネル,ボルダーウォール併設

　福岡県 　第七管区海上保安本部 　訓練用施設 　屋内/常設 　木製パネル

　福岡県 　九州国立大学 　ボルダリング施設 　屋外/常設 　コンクリート壁

　福岡県 　玄海青年の家 　体育館 　屋内常設 　木製パネル

　福島県 　福島県消防学校 　訓練施設 　屋外/常設 　高 10m × 幅 6m 　木製パネル,サンドコーティング

　福島県 　あきもと整形外科クリニック 　病院内リハビリスペース 　屋内/常設 　高 3m × 幅 7m 　木製パネル

　福島県 　ドロップイン 　リード・ボルダリングジム 　屋内/常設 　木製パネル

　北海道 　宮ノ丘幼稚園 　幼稚園 　屋外/常設 　コンクリート壁

　北海道 　クラブ．ソル　札幌 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 7m × 幅 6m 　限られたスペース有効利用

　北海道 　北海道警察 　機動隊訓練壁 　屋外/常設 　高 3m × 幅 6m 　ホールド

　北海道 　北海道安達学園 　トレーニングルーム 　屋内/常設 　高 6m × 幅 4m 　三次元パネル

　北海道 　北海道警察 　訓練施設 　常設/屋内 　高 13m × 幅 6.6m 　木製パネル・垂壁1面、FRPパネル・３ｍハング1面

　北海道 　名寄東小学校 　体育館 　屋内常設 　高3ｍ × 幅6ｍ 　木製ボルダー壁

　北海道 　北海道工業大学 　体育館 　屋内常設 　木製リード・ボルダー壁

　三重県 　モンベル四日市店 　アウトドアショップ 　屋内/常設 　高 7m × 幅 3.5m 　FRP製パネル

　三重県 　員弁南部署 　訓練施設 　屋外/常設 　高 7m × 幅 3m 　コンクリート壁面にホールド取付（インナータイプ有）

　三重県 　三重県鈴鹿スポーツガーデン 　屋外リード壁 　屋外/常設 　高 12m × 幅 4m 　FRP製擬岩パネル仕様

　三重県 　グラヴィティリサーチ四日市 　クライミングジム 　屋内/常設 　木製ボルダーウォール・リードウォール

　宮城県 　仙台市消防署 　消防救助訓練施設 　屋外/常設 　高 12.5m × 幅 3.2m 　ホールド

　宮城県 　聖和学園高等学校 　体育館 　屋内/常設 　高 4.5m × 幅 3.6m 　木製パネル,ボルダーウォール

　宮城県 　仙台宮城野区ボルダー 　ボルダリング専用施設 　屋内/常設 　高 5m × 幅 16m 　FRP製パネル

　宮城県 　宮城県白石市益岡公園 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/常設 　高 15m × 幅 6m 　国体強化練習用

　宮城県 　第56回宮城国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/仮設 　高 15m × 幅 4m × ２基（可動） 　FRP製パネル

　宮城県 　第56回宮城国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/仮設 　高 15m × 幅 3m × ２基（固定）

　宮城県 　宮城県運動場 　運動公園 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m × ２基（可動） 　FRP製パネル（国体使用施設移）

　宮城県 　加美消防署 　訓練施設 　屋外/常設 　高１２ｍｘ幅４ｍ 　FRP製パネル

　宮崎県 　都城駐屯地 　訓練施設 　屋外/常設 　高 15m × 幅 5m 　ＧＲＣパネル

　宮崎県 　宮崎県立体育館 　県立体育館 　屋外/常設 　高 14m × 幅 6m 　垂壁,オーバーハング競技用壁

　山形県 　飯豊町立体育館 　町立施設 　屋外/常設 　高 13m × 幅 6m 　木製パネル

　山形県 　飯豊町立体育館 　町立施設 　屋内/常設 　高 13m × 幅 6m 　木製パネル

　山形県 　鶴岡消防施設訓練壁 　訓練施設 　屋外/常設 　高 7m × 幅 3m 　コンクリート製ウォール

　山形県 　第47回山形国体 　山岳登攀競技用人工壁 　屋外/仮設 　高 6m × 幅 8m 　ルートセッティングも含む

　山形県 　小国町立体育館 　町立施設 　屋内/常設 　高 5m × 幅 6m 　オーバーハング

　山形県 　山形ﾋﾞｯｸﾞｳｨﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 　イベント 　屋内/仮設 　高 15m × 幅 3m 　一般参加及びコンペ

　山形県 　マールボロアドベンチャーチーム 　イベント 　屋内/仮設 　高 5m × 幅 3m × 八角形 　全国１０ヶ所催し物

　山口県 　アクティブスポーツ 　アウトドアショップ 　屋外/常設 　高 6m × 幅 10m 　オーバーハング

　山口県 　光地区消防組合消防本部 　訓練施設 　屋外/常設 　高 10m × 幅 3m 　消防救助訓練用

　山口県 　山口県立宇部工業高等学校 　体育館 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 3.6m 　ウォーミングアップボルダー

　山口県 　山口県セミナーパーク 　県立施設 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m 　1997施工分に増設,ＦＲＰ製パネル

　山口県 　山口県セミナーパーク 　県立施設 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m 　隣接ﾕﾆｯﾄﾊｳｽに高さ４ｍのﾎﾞﾙﾀﾞｰｳｫｰﾙ

　山口県 　多々良学園高等学校 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 4.5m 　自立式ボルダーウォール

　山口県 　山口県立防府高等学校 　部室棟 　屋内/常設 　高 4.5m × 幅 4.5m 　自立式ボルダーウォール

　山口県 　山口県セミナーパーク 　公園 　屋外/常設 　高 5m幅 （直径）5m 　ＧＲＣ擬岩遊具

　山口県 　山口県セミナーパーク 　県立施設 　屋外/常設 　高 12m × 幅 4m 　建物内,可動式,ＦＲＰパネル

　山口県 　山口県セミナーパーク 　県立施設 　屋外/常設 　高 3.6m × 40㎡ 　建物内ボルダリング用壁

　山口県 　山口きらら博 　トリムの広場 　屋外/常設 　高 5m × 幅 20m 　自然岩にホールド取付

　山口県 　山口県立新南陽高等学校 　体育館 　屋内/常設 　高 4.5m × 幅 3.6m 　ウォーミングアップボルダー

　山口県 　第66回山口国体（リード壁） 　競技壁 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m 　FRP製パネル、可動壁２面

　山口県 　山口県立大学 　体育館施設 　屋内/常設 　FRPパネル

　山口県 　第６６回山口国体（ボルダー壁） 　県立施設 　屋内/常設 　高５ｍｘ幅１２ｍ 　木製パネル

　山口県 　ラボクライミングジム 　ボルダリングジム 　屋内常設 　木製ボルダージム

　山口県 　山口消防学校 　訓練施設 　屋外常設 　コンクリート製

　山梨県 　若草南小学校 　体育館 　屋内/常設 　高 5.4m × 幅 5.4m 　木製パネル
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　　　　フリークライミングフリークライミングフリークライミングフリークライミング用人工壁一覧用人工壁一覧用人工壁一覧用人工壁一覧

　山梨県 　富士河口湖子ども未来創造館 　児童館 　屋内/常設 　高 5.4m × 幅 5.4m 　木製パネル

　山梨県 　アクティブA　ボルダージム 　ボルダリングジム 　屋内/常設 　高 4m × フロア約80㎡ 　木製パネル、ボルダリング専用ジム

　山梨県 　山梨学院付属小学校 　体育館 　屋内/常設 　高 3.6m × 幅 11m 　子供用、木製パネル

　和歌山県 　みちる保育園 　園庭 　屋外/常設 　高 2.5m × 幅 5m 　ＦＲＰ製遊具

　和歌山県 　和歌山県紀三井寺競技場 　県営競技場 　屋外/常設 　高 15m × 幅 4m 　オーバーハング競技用FRP壁

　和歌山県 　和歌山県紀三井寺競技場 　県営競技場 　屋外/常設 　高 8m × 幅 4m


