
ボルダリングウォール

たいぼく君

ヨナゴクライミングウォール平型　2.5mH×7mW

ウッデンボード
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運賃・基礎・組立・設置工事費別途

〈2×2〉
本体 880,000円（税込 968,000円）
　寸　法 ・高さ2m×巾2m×波の奥行き30cm

　ホールド ・32個

　マット ・1m×2m

〈2×3〉
本体 1,320,000円
（税込 1,452,000円）
　寸　法　　・高さ2m×巾3m×波の奥行き30cm

　ホールド　・48個

　マット　　・1m×3m

〈2×4〉
本体 1,760,000円
（税込 1,936,000円）
　寸　法　・高さ2m×巾4m×波の奥行き30cm

　ホールド・64個

　マット　・1m×4m

ホールドは多種数の異形品ですので取替または、
向きを変えるだけでも様々な変化が出来ます。

波型クライミング

園庭に自立設置の場合は、基礎、鉄骨
乗り越防止板及び裏面板が必要です。
（別途お見積り致します）

◇材質　本　体　　・難燃性FRP
　　　　ホールド　・ポリエステル樹脂
　　　　マット　　・発泡ウレタン＋ターポリン
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本体 900,000円
（税込 990,000円）

＜ A2 ＞
2m巾

判断力
注意力
推理力
握力…

力をのばす
  遊具です。

運賃・設置工事費別途

本体 1,300,000円
（税込 1,430,000円）

運賃・設置工事費別途

本体 1,650,000円
（税込 1,815,000円）

運賃・設置工事費別途

本体1,220,000円（税込 1,342,000円）

＜ A3 ＞
3m巾

＜ A4 ＞
4m巾

＜ A4 ＞
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子どもの頃楽しかった木のぼり体験の思い出をつくりましょう。

たいぼく君たいぼく君 専用マットレス付き

◇材質：本体：FRP樹脂　ホールド：ポリエステル樹脂
　　　　専用マットレス：表面＝ターポリン　芯材＝ウレタン
◇運賃別途／設置工事費別途

がんばるぞう

ホールド

マット
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遊ぶ たのしい木のぼり

登る わんぱく木のぼり

育む ぼうけん木のぼり

据え置き型クライミング 両 面 で 遊 べ ま す両 面 で 遊 べ ま す
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運賃・組立・設置工事費別途

運賃・設置工事費別途

●〈2×2〉
本体720,000円（税込 792,000円）
　　寸　法　　・高さ2m×巾2m

　　ホールド　・32個

　　マット　　・1m×2m

●〈2×3〉
本体1,080,000円（税込 1,188,000円）
　　寸　法　　・高さ2m×巾3m

　　ホールド　・48個

　　マット　　・1m×3m

●〈2×2〉
本体450,000円（税込 495,000円）
　　寸　法　　・高さ2m×巾2m

　　ホールド　・27個

●〈2×3〉
本体650,000円（税込 715,000円）
　　寸　法　　・高さ2m×巾3m

　　ホールド　・40個

●〈2×4〉
本体850,000円（税込 935,000円）
　　寸　法　　・高さ2m×巾4m

　　ホールド　・55個

●〈2×4〉
本体1,440,000円（税込 1,584,000円）
　　寸　法　　・高さ2m×巾4m

　　ホールド　・64個

　　マット　　・1m×4m

平型クライミング

スラブ型クライミング

〈2×2〉

〈2×2〉

〈2×4〉

〈2×4〉

（スラブ型はマットは付いておりません）

◇材質　本　体　・難燃性FRP
　　　　ホールド・ポリエステル樹脂
　　　　マット　・発泡ウレタン＋ターポリン



─ 5 ─

●表面　白とピンクの組み合わせ●

大きさ：高さ180cm×横幅180cm
材質：本体…合板（表面ポリエステル処理）
　　：ホールド…ポリエステル樹脂 30個
　　：マット…発泡ウレタン+ターポリン被覆
重量：約55kg
価格：

運賃・基礎・組立・設置工事費別途

大きさ：高さ180cm×横幅270cm
材質：本体…合板（表面ポリエステル処理）
　　：ホールド…ポリエステル樹脂 45個
　　：マット…発泡ウレタン+ターポリン被覆
重量：約80kg
価格：

クライミング
ウッデンボード ★3★

クライミング
ウッデンボード ★2★

園舎内の壁に取り付けできます
安全安心に配慮したクライミング

クライミング
ウッデンボード ★4★

大きさ：高さ180cm×横幅360cm
材質：本　体……合板（表面ポリエステル処理）
　　：ホールド…ポリエステル樹脂 60個
　　：マット……発泡ウレタン+ターポリン被覆
重量：約110kg

本体 400,000円
（税込 440,000円）

運賃・基礎・組立・設置工事費別途

本体 600,000円
（税込 660,000円）

運賃・基礎・組立・設置工事費別途

本体 800,000円
（税込 880,000円）

価格：
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本格ボルダー壁

（滑り台付き）

上部には達成感を味わえる踊場が付いております。
◎材質・難燃性FRP　　ホールド・ポリエステル樹脂

◎材質 ・難燃性FRP
　ホールド ・ポリエステル樹脂

運賃・設置工事費別途

＜ TX-1 ＞

＜ TX-2 ＞

本体 1,880,000円
 （税込 2,068,000円）

本体 1,520,000円
 （税込 1,672,000円）

運賃・設置工事費別途

本体 1,160,000円
 （税込 1,276,000円）

◇材質：本　体　　・難燃性FRP
　　　　ホールド　・ポリエステル樹脂
　　　　マット　　・発泡ウレタン＋ターポリン

運賃・基礎・組立・設置工事費別途

価格：
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運賃・組立設置工事費別途

お山クライミング
ホールドを握って登り、すべり降りたり
トンネルに入って遊びます。

寸　法　　・直径2.6m
　　　　　・高さ1.1m
ホールド　・10個

　材質　本　体　　・FRP
　　　　ホールド　・ポリエステル樹脂

＜ミニ1.3×1.3＞　重量：約48kg
高さ　1.3m×横幅 1.3m×奥行0.7m

＜ミニ1.3×2＞　重量：約65kg
高さ　1.3m×横幅 2m×奥行0.7m

表面凸凹、３D仕様
両面に絵を描きました。

材質：本体　難燃性FRP
　　　ホールド　ポリエステル樹脂

両 面 で 遊 べ ま す両 面 で 遊 べ ま す

判断力
注意力
推理力
握力…

力をのばす
  遊具です。

・手と足の筋肉を鍛えます。
・次のポイントに渡る判断を養います。
・からだ全体のバランス感覚を養います。

がんばるぞう

ミ ニミ ニ

運賃別途／設置費別途

本体 460,000円（税込 506,000円）

本体 680,000円（税込 748,000円）

本体 450,000円
（税込 495,000円）
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オーダーメイドのクライミング
世界中で一つだけの特別クライミング製作致します。

安全安心に配慮したクライミング園舎内の壁に取り付けできます

高さ2.6m×巾7m
波型4ｍとオーバーハング3ｍ

高さ2ｍ×巾4ｍ
平型

遊戯室に2ヶ所設置
オーバーハングと直壁
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判断力
注意力
推理力
握力…
力をのばす
  遊具です。

がんばるぞう

　　手でつかむホールドと
　足をかけるホールドを考え、
判断しながら登ったり、横移動して
　握力筋力を鍛えるのと同時に
　　バランス感覚を養います

ホールドはクライミングの大会で使用できる特別製品です。

室内に設置すると雨や雪の場合でも
室内で遊べます。

高さ2.6ｍ×巾6ｍ
波型

高さ2.7ｍ×巾5ｍ
ウッデンボード

高さ1.8ｍ×巾3.6ｍ　ウッデンボード



─ 10 ─

オーダーメイドのクライミング
自立型

園庭自立
乗り越防止板付

階段横壁利用
の設置

屋外自立型
設置スペースに合わせて大きさ各種

塀・フェンス・建物壁を利用して設置。
難燃性FRPと紫外線劣化を防ぐ強度を
持つ仕様です。

円形に凹凸を入れた仕様

屋外型

赤ホールド・青ホールドで
ルートをつくり難しさを
楽しみます。

園庭の隅や塀・壁面を有効活用
スペースに合わせてお選び
　いただけます。
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高さ2ｍ×巾5ｍ
木の模様と直壁の組み合わせ

幼児用のクライミングのパイオニア
大型クライミングウォールから、
ボルダー壁まで、安心を心掛けた
開発、製作のヨナゴクライミングです。

手でつかむホールドと足をかけるホールドを考え、判断しながら登ったり、
横移動して、握力筋力を鍛えるのと同時にバランス感覚を養います。

〈園庭自立型・園舎内壁取付型〉高さ、巾、型式 自由に設計致します。

コンクリート塀に固定設置

園庭、塀、建物壁を有効活用

高さ2.8ｍ×巾6ｍ
波型クライミング
ホールドは高さ2.4ｍまで
建物壁を利用して設置

・からだ全体の
　バランス感覚を養います。



お問い合わせは

URL：http://www.yonagoss.co.jp
米子製作所株式

会社
YONAGO

CORP.

ヨナゴクライミング 検索




