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ウォールトピア社は、6大陸76か国で1800以上のプロジェクトを展開している世界有数のク
ライミングウォールメーカーです。また、ウォールトピアアクティブエンターテイメント施
設は、クライミングウォール産業での経験に私たちが本能的に未知や困難に挑戦する気持ち
を満たす施設として進化してきました。それは、アドベンチャースポーツを、特別な準備を
必要とせずに、最低限の装備のみで誰もが楽しめるエンターテイメントに変えていきたいと
いう思いです。『家族や友人たちと、より多くの時間を有意義に過ごして頂けるように願い
を込めた施設』、それがアクティブエンターテイメント施設です。
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概要
アドベンチャーハブは一つの場所で様々なアクティブエンターテイメントのアトラクション
が体験できる究極のアドベンチャー体験型施設です。利用者の回転率の高さ、メンテナンス
のしやすさ、高リピーター率など、顧客の期待に応えた製品となっています。

サンプルプロジェクト

ウクライナ キエフ LAVINA MALL

ウクライナ キエフ LAVINA MALLウクライナ キエフ LAVINA MALL

ギャラクシーパーク アドベンチャーハブ

構造 面積 高さ 利用可能人数 スタッフ数

• 自立型

• 亜鉛めっき鋼構造

650 m2 17 m 1時間あたり450人 7人

ADVENTURE HUB 構成内容
アトラクション 特徴

ロールグライダー 長さ160m

ファンウォール エレメント22個

ロープトピア 障害物23個

ウォールトピアケイブ トンネルの長さ16m

アドベンチャートレイル 吊りロープネット14個 

スライド 長さ21 m 

クイックジャンプ 高さ11 m & 13.5m

アドベンチャー ハブ



安全な空中飛行 

フィンランド ヘルシンキ HOPLOP

アメリカ ガットリンバーグ ROWDY BEAR MOUNTAIN ADVENTURE PARK 

ロールグライダーは、利用者の体の動きや重力を利用して考えられた空中アトラクションです。ハング
グライダー、ジェットコースター、接近飛行の全てを合わせたような感覚を安全な環境の下で味わうこと
ができます。 
また、ロールグライダーは吊り下げたり自立させることが可能で、最大時速50kmの速さでアドベン
チャークルーズを楽しむことができます。

ロールグライダー



サンプルプロジェクト

構成 構造 長さ 高さ
利用可能
人数

スタッフ数 追加要件

•  スタート地点

•  ロールグライダートラック

•  ターン、スパイラル、傾斜

•  ゴール地点

•  引込装置

•   トローリー

自立 198 m • 最高地点:
15m

• 最低地点:
2.7m 

1時間に
60人まで

2人 安全区

•利用者の足元から最低でも3m

• ラインの各サイドより最低でも2.5m

ロールグライダー



バレーン マナーナ ADVENTURE HUB FEC, GALLERIA MALL コスタリカ エレディア OXÍGENO HUMAN PLAYGROUND

フランス ル・ビュグ BIG BIRD

ロープトピアは、昔ながらの空中ロープアスレチック体験をさらに発展させ、様々な障害物を乗り越え
ながらバランス力、柔軟さ、勇敢さを試して楽しむアトラクションを生み出しました。

スリル満点ロープコース

ロープトピア



サンプルプロジェクト

構成 構造 面積 高さ
利用可能

人数
スタッフ数 追加要件

•  鋼製支持構造

•連続ビレイシステム

•   鉄骨プラットフォーム

•  76種類のロープと木の障害物

•単品障害物

•  ロールグライダー、ジップライ
ン、フリーフォールなどのアト
ラクションの組み込み可

•  �自立型の塗装鉄骨フレー

ム 構造

•  六角形の構造

280 m2 21 m 同時に
160人まで

8人 • �利用者とスタッフ
への安全装備

ロープトピア



ファンウォールは、壁から手掛かり足掛かりが消えたり、動いたり、または光で誘導するなどのインタラ
クティブな課題やゲームを通じて認知力、社会性、豊かな感情を引き出させる、子どもや若者向けの
クライミングウォールアトラクションです。 各壁には、6m、7m、8mの3つの異なる高さがあります。

インタラクティブ クライミングウォール

アメリカ ミズーリ州 チェスターフィールド UPPER LIMITS

アメリカ フロリダ州 パルムショアADVENTURE HQ

ファンウォール



サンプルプロジェクト

構成 構造 面積 高さ 収容人数 スタッフ数 追加要件

• ファンウォールエレメ
ント×20

• オートビレイ装置×
25

• 安全フロア

• 安全ゲート

•縦型

鉄骨構造

•  290㎡

•1つのクライミン
グラインに対して
約9㎡

8m 1時間あたり
最大52人

2～3人 • ブリーフィングエリアのデザイン

• スタンダードエレメントで最低8.4mの
高さが必要

• 更衣室・ロッカールーム・パーティー
ルームの有無

• ヘルメットなどの安全防具の貸し出し

ファンウォール



Ninjaコースでは、全身運動での挑戦、持久力、俊敏性、バランス性を養うことができます。
モジュールを組み合わせる構造になっており、各モジュールは簡単に追加、削除、再配置、および変
更することが可能なため、さまざまな設置面積のスペースにも対応できます。

レベルアップした障害物コース

アメリカ フロリダ州 パルムショア ADVENTURE HQ 

アメリカ イリノイ州 シカゴ SKY ZONE ORLAND PARK 

Ninjaコース



障害物

中間地点

モジュラーアルミニウム構造

好きな方向に伸ばすことが
できる基本のモジュールで
す。

感知センサーが搭載されて
おり、利用者がスタートすると
自動でタイマーがスタートし
ます。

異なるレベルの障害物を設定することで難易度を変

えることができます。

タイマーとディスプレイ

測定とランキング発表をします。

ゴール地点

構成 構造 面積 高さ 収容人数 スタッフ数 追加要件

•  アルミトラス構造

•  障害物

•  プラットフォーム

•  サンドバック

•  エアマット

•  タイマー（オプション）

• 位置変え可能な障害物

•  モジュラー 180㎡ 5.3m 1時間
あたり
80人

1人 • 身長制限：120cm以上あれば参加
可能

• 体重制限：120㎏まで

サンプルプロジェクト

Ninjaコース

スタート地点



空間をアドベンチャーや多様なアミューズメントに変えた人工洞窟では、教育要素も取り入れなが
ら、よりリアルな洞窟散策(ケービング）を体験できます。

人工洞窟

オーストラリア　カリマンディ SUNSHINE COAST RECREATION CENTRE

アイルランド ダンモア・イースト DUNMORE EAST ADVENTURE CENTRE

人工洞窟



サンプルプロジェクト

exit from 
caving

exit from caving

m
aintenance and 

    exit route

maintenance and 

exit route

etuor ti xe dna ecnanet ni a
m

maintenance and exit routemaintenance and exit route

m
ai

nt
en

an
ce

 a
nd

 e
xi

t r
ou

te

maintenance and exit route

entrance

exit

exit from caving

exit from caving

vertical shaft 
to upper level

group waiting chamber

ball pool sump

ball pool sump

exit from caving
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group waiting chamber

group waiting chamber

group waiting chamber

briefing chamber

group waiting chamber

構成 構造 面積 高さ 収容人数 スタッフ数 追加要件

•   トンネル

•  ウェイティングチャンバー

•  ブリーフィングチャンバー

•   障害物

•  ボールプール

•  音響

•   換気口

•   LED非常灯

•   非常口

ファイバー
グラス

•  床面積80㎡

•  長さ60m

2.5m 1時間
あたり
30人

1人 なし

換気口

非常口

ブリーフィングチャンバー

人工洞窟



ロールグライダー
DISTRICT 21

施設	 　FEC

場所 マレーシア

クアラルンプール

収容人数	 40人/時間

完成年　　　2014年

ロールグライダー、ロープトピア、
クライミングウォール
HOPLOP

施設	 　FEC

場所 フィンランド

ヘルシンキ

収容人数	 140人/時間

完成年　　　　2015年

ロールグライダー
MT. FUJI NATIONAL PARK

施設	 レジャーパーク 
場所 日本　河口湖

収容人数　 40人/時

間完成年	 　2015年

ロープトピア、ファンウォール 
ADVENTURE HQ

施設	 　ショッピングセンター

場所 　 UAE ドバイ

収容人数 　同時に25人 
完成年　　　 2014年

ロールグライダー、ファンウォー
ル、クライミングウォール、ロープト
ピア
PANDA PARK

施設　　　　ショッピングセンター

場所  　　ロシア モスクワ

収容人数	 150人/時間

完成年	 2016年

プロジェクト事例

ファンウォール、ロープトピア 
TUNZAFUN

施設　 アミューズメントセン
ター

場所 オーストラリア ノックス

収容人数 　　 79人/1セッション

完成年 2016年



プロジェクト事例

忍者コース、ロープトピア 
ADRENALINE MONKEY

施設　　 アドベンチャーセンター

場所 　 アメリカ オハイオ州

クリーブランド

収容人数	 同時に66人 
完成年　　　2018年

ロープトピア
BIG BIRD

施設	 　FEC

場所  フランス　ル・ビュグ

収容人数	 同時に160人

完成年	 2017年

ファンウォール、ロープトピア 
FUNTOPIA COURTYARD

施設	 ショッピングセンター

場所　 マレーシア

クアラルンプール

収容人数 60人/セッション

完成年 2016年

ファンウォール
BIG WALL KIDS 2

施設	 ショッピングセンター 

場所  ロシア モスクワ 

収容人数 30人/セッション

完成年 2015年

忍者コース、ファンウォール、クラ
イミングウォール
ADVENTURE HQ

施設	 　　　FEC

場所  　　　　アメリカ パルムショア 
収容人数	 　60人/時間

完成年	 　2017年

忍者コース
FUNTOPIA NINJA

施設	 ショッピングセンター

場所 ブルガリア ソフィア

収容人数 　60人/時間
完成年	 　2016年



プロジェクト事例

アドベンチャーハブ
GALAXY PARK FEC 
LAVINA MALL

施設 ショッピングモール

場所 　ウクライナ キエフ

収容人数 450人/時間

完成年 2017年

インタラクティブ ツリー ストラク
チャー
MUZEIKO CHILDREN’S
MUSEUM

施設 キッズミュージアム 

場所  ブルガリア ソフィア

収容人数 常にフロー

完成年 2015年

ファンウォール、ウォールトピ
ア洞窟、ロープトピア
FUNTOPIA GLENVIEW

施設 FEC

場所 アメリカ イリノイ州

グレンビュー

収容人数 115人/セッション

完成年 2016年

ウォールトピア洞窟
DUNMORE EAST
ADVENTURE CENTRE

施設 FEC

場所  イスラエル 

　　　　ダンモア・イースト

収容人数 12人/セッション 

完成年 2014年

ファンウォール
FUNTOPIA KFAR SABA

施設 　FEC

場所 イスラエル

クファー サバ

収容人数 30人/セッション

完成年 2015年

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

ロールグライダー
SKYHIKER KRUSHUNA

施設 アウトドアアドベンチャー
ゾーン

場所  　ブルガリア クルシュナ滝
収容人数 35人/時間

完成年 2013年




