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Base Camp 利用注意事項 
 
 
     

クライミングは、危険が伴うスポーツです 
どのようなスポーツでも、そのスポーツの本質的な危険が存在します。クライミングも例外ではありません。

場合によっては、死亡事故を含む重大な事故やケガをするケースもあります。 

そのような危険性を十分に理解して、楽しくクライミングを行ってください。 

 

クライミングエリアの注意事項 
●クライミング未経験者の施設のご利用は、体験クライミングを受講して頂くか、もしくは、クライミング経 

験者に同伴してもらい施設利用方法を教えてもらうことで施設利用頂けます。 

 

●クライミングエリア内のすべての人が、周囲の状況に常に気を配っていなければ、単独ではなく他者を巻き 

込んだ事故（他人との接触等）も起こります。自分の行動によって自分がケガをしないように、他者をケガさ 

せないように、そして、他人の行動によって自分がケガを被ることがないように注意しましょう。各自が自己 

責任において身の安全を確保するよう努めましょう。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●小学生以下のご利用は、原則、保護者または引率者同伴の時のみとさせて頂きます。 

またお子さまの利用について、常に目を離すことなく安全管理頂く必要があります。 

●中学生以下の施設利用にあたっては 21：00には退館いただきます。（保護者同伴の場合でも） 

※ただし、家族の利用を待つ場合に限り、休憩室内のみで待機可能です。 

 

安全にご利用頂くために 
●アルコールを飲んでのご利用はお断りさせて頂きます。 

●健康状態やその日の体調が良くない場合、ただちに施設のご利用を中断してください。 

●施設利用中での、重度なケガの発生が疑わしい場合は、必ずスタッフにお知らせください。 

●爪が伸びすぎた状態で登ると危険です。受付に爪切りがありますのでお声掛けください。 

●キズついては困る高価な装飾品や、登りの妨げになるもの（指輪や時計等）、ケガの原因になるものは 

はずしてご利用ください。 

●ホールドの緩みや異常に気がついた際はスタッフにお声掛けください。 

●上半身裸や素足で登ることはご遠慮ください。 

●一部クライミングウォールの裏に入れる場所がありますが、壁裏には入らないでください。 

 

 

●クライミングエリア内では、常に頭上に注意してください。クラ 

イミングウォールに、「ホールド」と呼ばれる手掛かり足掛かりに 

なる石がボルトで取り付けられています。その性質上、まれに突然 

回転したり、ホールドが割れて落下する可能性があります。また､ 

登っている人が墜落や、登っている方の持ち物が落ちてくる場合も 

ありますので、常に頭上に注意し、登っている人の下には入らない 

ようにしてください。 

利用注意事項をよくお読みいただいた上での登録手続きをお願い致します。 



降られ落ちに注意！ 

きれいにご利用頂くために 

●クライミングシューズを履いたまま、休憩室やショップ、トイレ、階段を利用しないでください。 

●ショップをご利用の際は、手についたチョークを洗い落としてからご利用ください。 

●チョークは、チョークボールのご利用をお願い致します。 

●飲食は休憩室をご利用下さい。飲み物は、キャップのあるものでしたらクライミングエリア内持込可能です。 

●ゴミはお持ち帰り頂いております。ご協力お願い致します。 

●施設内は禁煙となっております。喫煙は屋外所定の喫煙所でお願い致します。 

●お車の駐車は白線に従ってお願い致します。また、近隣住宅のご迷惑にならないように、前方駐車をお願い 

致します。駐車場内で起きた事故等トラブルは一切責任を負いかねます。 

 

楽しくご利用頂くために 
●2Fは足音など大変響きやすくなっていますのでご注意をお願いします。 

●長時間同じ壁を占領しないで下さい。ただし、当施設が行うスクール等で一部使用させていただく場合がご 

ざいます。ご理解とご協力をお願い致します。 

●貴重品や持ち物は自己管理下さい。施設備え付けの貴重品ロッカーをご利用頂けますが、紛失、盗難等の責 

任は一切負いかねます。 

●スタッフの注意、指示を無視した場合は、ジムの利用を中止していただく頂く場合がございます。その際、 

お支払い済みの利用料金、登録料の返却は致しませんので予めご了承ください。 

●施設内で撮影されたセッション風景や講習の様子などの写真等を、WEBやパンフレット等で使用させてい頂 

く場合があります。予めご了承ください。 

 

ボルダリングエリアに関する注意事項 
●ボルダリングエリアには、安全確保の為に厚みのあるマットが敷いてありますが、落ちた時の体勢の取り方 

を一つ間違えれば、ケガ（特に、足首の捻挫、骨折等）をする場合があります。また、マットと壁の間には隙 

間があり、そこに墜落した場合や、マットを飛び越えるような墜落をした場合は衝撃が吸収されません。この 

ように、完全に安全確保が出来ているということではないことを認識してご利用ください。 

●マットの上には座らないでください。登る時、又は、クライマーをスポット（墜落の補助）する時のみマッ 

トに上がってください。登っていない時は、マットの外で待機し、登っている人の後ろや下には入らないでく 

ださい。 

●マットへの着地は、下に人や障害物がないか確認し、膝のクッションを使い両足で着地してください。背中 

や胸から着地すると危険です。着地姿勢が悪いと、捻挫、骨折、脱臼等起こりえますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●登る前に、先に登っている人の登る方向に注意して登ってください。近い場所で同時に登った場合、壁内で

衝突するだけでなく、墜落ポイントで接触事故になります。接触事故を防ぐためにも、登っている最中は常に

他の方と 3メートル以上の間隔をあけてください。クライミングウォールの状況を把握し順番に登る等、お互

いにコミュニケーションを取りながら登ってください。 
 

●壁の上方から飛び降りないようにしてください。壁の上方に登った時は、ケガのことを考え、なるべく持ち 

やすいホールドをつたい降りてから飛び降りることをお勧めします。 
 

●クライミングウォールは木製で出来ています。壁最上部等のヘリ部分は、トゲや釘が出ている所もあります 

ので掴まないでください。 

回転！ 

足の裏から、 
両足での着地！ 

両足！ 

隙間やマット外への 

墜落に注意！ 



ルートクライミングエリアに関する注意事項 

●ルートクライミングエリアは十分な技術がない方はご利用頂けません。しっかりとしたルートクライミング 

経験がない方、またルートクライミングの経験者の同伴がない方は、スクールを受講してからご利用ください。 

●特にルーフ下などの墜落ポイントには滞在しないでください。フォールしたクライマーとの接触事故の危険

性があります。 

●ルートクライミングエリアは、ボルダリングエリアに比べ高さがあり、軽微なミスでも死亡事故を含む重大 

な事故につながる可能性が大きくあります。道具の使用方法、ビレイ（確保）技術等を十分理解して行なって 

ください。しっかりとしたクライミング技術、ビレイ技術がない限り、ルートエリアの使用は禁止させて頂き 

ます。ルートエリアの使用は、経験者（熟練者）と同伴の方、または、当施設のスクールを受講し卒業された 

方のみとさせて頂きます。 

●地面が近く、また、下が通り道になっているエリアもあります。クライマー墜落時、通行人との接触事故、 

またはグランドフォール（地面への墜落）には十分注意してください。 

●ビレイの立ち位置は、１本目のクリップ位置から離れすぎないようにしてください。離れすぎた位置でのビ 

レイは、壁から離れていた分クライマーの墜落距離が長くなり、グランドフォールにつながります。また、ビ 

レイヤーも壁に叩きつけられることになり危険です。 

●ビレイを行う際は、常に止める側の手をロープから離してはいけません。 

●ロープを出し過ぎたビレイは、クライマーをグランドフォールさせてしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

●ビレイ器は、メーカーの説明書に従い正しく使用してください。 

●ロープは、30メートル以上のシングルロープを使用してください。 

●体重差がある場合のビレイは十分気をつけて行ってください。 

●スタッフが巡回中に、お客様のビレイに注意を促すことがあります、ご理解の程お願い致します。 

●ハンガーやカラビナを掴まないでくださいください。ケガにつながるおそれがあります。 

●クリップをとばした状態で登るのは危険です。墜落距離、安全確保を十分に考慮し、適切な位置のクリップ、 

クリップ間隔の判断をしてください。 

●ロープを手繰ったまま動いたりしないで下さい。また、手繰り落ちをしないで下さい。グランドフォールを 

する可能性があります。 

●ロープと壁との間に足を入れないでください。足を入れた状態で落ちた場合、ロープが足に絡まり、頭から 

落ちる可能性があります。また、ロープの摩擦による火傷をするおそれがあります。 

●逆クリップ、Zクリップには十分ご注意ください。 

●登る前、降りる際に、必ず安全確認を行ってください。また、お互いにしっかりとコミュニケーションをと 

ることで事故を減らすことが出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●登る前に、自分が登るラインが他のクライマーと重ならないかを確認してから登ってください。 

●トップロープでは支点の離れすぎたルートは登らないでください。落ちた時に大きく振られて、自分の身が 

危険だけではなく、他者を巻き込む事故になる場合があります。 

●他のお客様が順番を待っていないか確認をしてから登ってください。 

●混雑時の長時間に及ぶハングドック、クライムダウンはご遠慮ください。 

●ビレイを行えるのは中学生以上とさせて頂きます。 

ただし、中学生がビレイを行う場合は、ビレイ技術を習得した保護者または引率者の監視が必要になります。 

 

 

トップロープのご利用について 
ルートクライミングエリアは、十分な技術がない方はご利用頂けません。しっかりとしたルートクライミング

経験がない方、またルートクライミングの経験者の同伴がない方は、スクールを受講してからご利用ください。 

 

●ルートクライミングエリアでは、ホールドの色により課題（コース）を示しています。 

●トップロープは、八の字結びで結ばれた末端に安全環付カラビナが２枚互い違いに設置されています。 

必ず２枚を互い違いにビレイループに装着してください。また、安全環をしっかりと閉めてください。 

●ビレイ器は、お客様が用意した器具をメーカーの説明書に従い正しく使用してください。レンタル ATCもご 

用意しています。 

●ロープがねじれてないことを確認して登ってください。 

●支点から離れすぎた課題は登らないでください。落ちた際に大きく振られる危険があります。 

●ご利用後は、ロープに安全環付カラビナが２枚付いていることを確認し、元の位置に戻してください。 

 

 

ボルダリングエリアのご利用について 
●ボルダリングでは、テープにより課題（コース）を示しています。 

●同じ色と形のテープが貼られたホールドだけを利用して登ります。 

●テープの形は以下のような種類があり、課題（コース）を示しています。 

 

 

●テープの色は、グレード（難易度）を示しています。 

 

 

 
 
●“S” の表記が「スタート」になり、“G” の表記が「ゴール」になります。 

●スタートは両手でスタートホールドを持ち、地面から離れた状態を作ってから、次のホールドを取ります。 

ゴールホールドを両手でしっかりと保持すればゴールになります。片手や保持しきれずに落ちた場合はゴール 

にはなりません。 
 

●基本的に壁の面、壁の形状は手でも足でも使用可能です。課題により使用禁止のものもあり、その場合はテ

ープで記しています。 

 

 

        カンテ 

 

 

 



Climb Park Base Camp 施設内案内図 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご利用料金表 
営業時間                  定休日なし（臨時休業あり） 

 

初回会員登録料（２回目以降は不要になります。） 

初回会員登録料・・・・・・\1,100（税抜 \1,000）  

体験クライミング講習料・・・＋ \1,100（税抜 \1,000）（未経験者を対象としたインストラクション） 

※18 歳未満の方は、初回登録時に登録申込書に保護者のサインが必要です。 
※会員カードを紛失した場合は、再発行手数料 \330（税抜 \300）で再発行いたします。 

 

施設利用料 

平 日 OPEN-18:00 18:00-CLOSE 21:00-CLOSE 終 日 

一 般 \1,650 
（税抜 \1,500） 

\1,650 
（税抜 \1,500） 

\1,320 
（税抜 \1,200） 

\2,200 
（税抜 \2,000） 

学 生 \1,100 
（税抜 \1,000） 

\1,320 
（税抜 \1,200） 

\990 
（税抜 \900） 

\1,650 
（税抜 \1,500） 

中学生以下 ＼ ＼ ＼ \990 
（税抜 \900）  

延長料金（終日料金との差額） ￥550（税抜 \500） 
 

 
※学生は、高校生、大学生（専門）対象です。受付にて学生証を提示して頂きます。 
※小学生以下のお子様は、保護者、引率者の同伴が必要です。 
※中学生以下の施設利用にあたっては 21 00 には退館いただきます。（保護者同伴の場合でも） 

 

 半日回数券（平日の半日1650円（税込）の回数券） 
5 回分：¥7,830（税抜 ¥7,118）通常より 5％OFF 10回分：¥ 14,850（税抜 ¥13,500）通常より 10％OFF 

 
※有効期限：購入日より6カ月※平日土日祝日に関係なく終日利用の場合、差額支払いで回数券利用可能 
※本人のみ有効、譲渡はできません。  ※全店舗共通利用可能   ※購入後、返金はできません。 
※学生や中学生以下の設定はありません。 

 

長期パス料金(営業時間内いつでもご利用頂けるお得な料金です。) 
 一ヵ月パス 半年パス 1年パス 

一 般  \13,200（税抜 \12,000）  \71,500（税抜 \65,000）  \132,000（税抜 \120,000） 

学 生   \9,900（税抜 \9,000）  \55,000（税抜 \50,000）   \99,000（税抜 \90,000） 

中学生以下   \6,600（税抜 \6,000）  \35,750（税抜 \32,500）   \66,000（税抜 \60,000）   

共通パス(小竹向原店、入間店が両方とも利用できる長期パスです) 
 一ヵ月パス 半年パス 1年パス 

一 般  \15,400（税抜 \14,000）  \78,100（税抜 \71,000）  \143,000（税抜 \130,000） 

学 生   \11,550（税抜 \10,500）  \59,950（税抜 \54,500）   \107,250（税抜 \97,500） 

中学生以下   \7,700（税抜 \7,000）  \39,050（税抜 \35,500）   \71,500（税抜 \65,000） 
○継続更新５％OFF 有り ○ショップ 5％OFF 特典有り 

 

レンタル用品（初回登録時は、シューズ、チョーク、ハーネス、ビレイ器具を無料でレンタル頂けます。） 

 
スクール料金（別途施設利用料が必要となります。）日程は www.b-camp.jp で確認出来ます。 

トップロープビレイ講習 \1,100（税抜 \1,000） 

リードマスター講習 
  \13,200（税抜 \12,000） 

（5回分の施設利用回数券付） 
  \4,400（税抜 \4,000） 

（長期パスの場合）  
Climb Park Base Camp  埼玉県入間市東町 7-1-7   ☏04-2968-3818  HP www.b-camp.jp 

平日 12:30～22:30 土曜 10:00～21:00 日曜祝日 10:00～20:00 

土日祝 終 日 18:00-CLOSE 

一 般    \2,200（税抜 \2,000）    \1,320（税抜 \1,200） 

学 生    \1,650（税抜 \1,500）    \1,100（税抜 \1,000） 

中学生以下    \1,100（税抜 \1,000） ＼ 

シューズ：\330（税抜 \300） チョーク：\110（税抜 \100） ハーネス：\110（税抜 \100） 

ビレイ器具：\110（税抜 \100） ロープ：\550（税抜 \500） シャワー：\220（税抜 \200） 


