
ロープコース

正規代理店

ピラミッドジャパン株式会社

〒357-0062　埼玉県飯能市永田387-5 
TEL:042-980-5650　FAX:042-971-6780

E-mail: pj-info@pyramide-japan.com
 website：https://www.pyramide-japan.com/



概要
ウォールトピア社のロープコースは、スリルを味わいながら柔軟力、バランス力、強靭さを駆使して楽しむエ
ンターテイメントです。欧州基準（ＥＮスタンダード）の安全基準を満たしているので安全面での信頼度も高
く、また全てのロープコースには様々な難易度が用意されており、子どもから大人まで楽しめるものとなっ
ています。5歳以上の方に適しています。

キーポイント

容易な組み合わせ

柔軟なデザインと広範囲なテー
マオプションにより、ストーリー性
を強化しながら組み合わせてい
くことができます。

信頼できる投資

ウォールトピア社には実績があり
ます。世界中で60以上のロープ
コースプロジェクトを成功させて
います。

柔軟なビジネスモデル

ウォールトピア社のコースは、回
数毎によるチケット制、または時
間によるチケット制の両者運用
モデルに対応しています。

カスタマーサポート

プロセスすべてにおいて専門家
からの献身的なサポートがある
ので安心です。

様々な人をターゲットに

各障害物の難易度は好みや特
定の年齢層に合わせて調整でき
ます。

運用効率

高レベルの製造基準と安全基準
により、メンテナンスコストを低く
抑えることができ、運用にも手間
がかかりません。
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ウォールトピア社のロープコースは、各プロジェクトの要件や制約を満たすために多様で柔軟に設計さ
れています。 利用者の回転率を高めるために、様々なモデルとレイアウトに対応しています。

ヘキサゴン型の特徴

• モジュラーデザイン -
垂直および水平方向へ
の拡張が簡単

• ワンフロアまたはマルチ
フロアコース

• 多方向レイアウトに最適

• 存在感があり際立つ

• 高回転率

• テーマ設定可能

キューブ型の特徴

• モジュラーデザイン -
垂直および水平方向へ
の拡張が簡単

• ワンフロアまたはマルチ
フロアコース

• 一方向レイアウトに最適

• 存在感があり際立つ

• 天井からの吊り下げが
容易

• 高回転率

• テーマ設定可能

ロープコースモデル



NEW - ツリーコース

• どこに置いてもひときわ目立つ未来的なデザイン

• 高回転率を考えた１階建てまたは複数階の革新的なコースレイアウト

•  既存の会場の雰囲気にフィットさせるテーマ設定が可能

• ロールグライダーやクイックフライトなどのアドオンに対応

• 展望デッキで定員を倍増

障害物 理想収容人数 デッキ収容人数 　　高さ オペレーター
1階建て 32個 48人 無し 12 m 1-2人
2 階建て 64個 96人

100人 18 m 2-4人
3 階建て 96個 144人 26 m 4-6人

床面積
73 m2

最上階の面積
570 m2 

https://www.youtube.com/watch?v=cLyr4ndL9wA


障害物
障害物の種類はなんと100種類以上にも及びます。各障害物の難易度は事前に決定しますが、好み
に合わせて調整したり、特定のターゲットに合わせることが可能です。そのため、各ロープコース
はサイズに関わらずユニークで多様な障害物を体験できます。

“Silhouette” | Big Bird | フランス　ル・ビュグ “Snowboard” | Adventure HQ | U.A.E.ドバイ

“The Piano” | Koezio | ベルギー　ブリュッセル



サンプルプロジェクト

フランス　ル・ビュグ
BIG BIRD AMUSEMENT P ARK

構造 面積 高さ 収容人数 スタッフ 追加条件

• モデル: 自立ヘキサゴン型-天部はテント
• 塗装 スチールフレーム構造&スチールプ

ラットフォーム
• ウォールトピア社連続ビレイライン 多

方向
• 74障害物  タイマー、ロープ
• ロールグライダー、ジップライン、ク

イックフライトなどのアドオン可能

200㎡ 21m
4階建て

160人まで 8人 スタッフと参加者の
プロテクター

2017年完成



参考事例

*The multi-way splitter is not for sale in the US

KOEZIO 
ベルギー　ブリュッセル

施設: アドベンチャーパーク
収容人数: 同時に90人

完成年: 2017年 

主要施設: カスタム障害物

GREAT WOLF LODGE
アメリカ イリノイ州 ガーニー

施設:  インドアウォーター

パーク

収容人数: 同時に25人 
完成年:2018年

主要施設: ファンウォール

LIONSGATE ENTER-
TAINMENT WORLD
中国 朱海 横琴

施設: テーマパーク

収容人数: 同時に118人 
完成年: 2019年
主要施設:  映画『ダイバージェ

ント』 をモチーフにしたテー

マパーク



adventure@walltopia.com | www.adventure.walltopia.com

参考事例

ADVENTURE HUB FEC 
GALLERIA MALL
バーレーン マナーマ

施設: ファミリーエンターテ
イメントセンター

収容人数: 同時に66人 
完成年:  2018年
主要施設: ファンウォール

GALAXY PARK  LAVINA 
MALL
ウクライナ キエフ

施設: ファミリーエンターテイ

メントセンター

収容人数: 同時に60人 
完成年: 2017年 
主要施設: アドベンチャーハブ

FUNTOPIA NAPERVILLE
アメリカ イリノイ州 ネイパー
ビル

施設: ファミリーエンターテイ
メントセンター

収容人数: 同時に24人 
完成年: 2018年 
主要施設:  ファンウォール、

忍者コース

mailto:adventure%40walltopia.com?subject=
http://www.adventure.walltopia.com



