
　　　　　　スポーツクライミング

1

2

3

4

5

6

7

8 T-WALL 新橋店
港区西新橋2-39−3
SVAX西新橋ビルディング地下１階

http://twall.jp/gym/shinbashi/

クライミングジムSPIDER
港区南麻布1-3-16
岩崎ビル1階

http://climbing-spider.com/

Rocky 品川店
港区港南5-4-38
松岡品川埠頭ビル103

http://www.rockyclimbing.com/shinagawa/

ボルダリングジム
「空の向こうへ四足歩行」

港区白金台5-14-1
白金台アパートメントB1

http://sorayon.net/

登處八丁堀 中央区新川2−6−8 B1F http://noboridokoro.daa.jp/

グラビティーリサーチ銀座 
中央区銀座6-6-1
銀座風月堂ビル6F

http://www.gravity-research.jp/shop/ginza/

令和２年10月２日時点
東京都ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局

BOULCOM　東京店
千代田区内神田1丁目13−1
豊島屋ビルB2

https://boulcom.jp/tokyo/

BOULDER VILLAGE
中央区日本橋馬喰町1-8-4
第1松井ビル　1階

http://www.boulder-village.com/

施設名 所在地 備考

民間

http://twall.jp/gym/shinbashi/
http://climbing-spider.com/
http://www.rockyclimbing.com/shinagawa/
http://sorayon.net/
http://noboridokoro.daa.jp/
http://www.gravity-research.jp/shop/ginza/
https://boulcom.jp/tokyo/
http://www.boulder-village.com/
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屋内型スポーツ施設　スポドリ！ 文京区後楽1-3-61　黄色いビル3F http://www.tokyo-dome.co.jp/spo-dori/bouldering/

ボルダリングジムグラニー 台東区東上野6-7-3 1F https://granny-ueno.com/

T-WALL 江戸川橋店 文京区水道2-5-23 http://twall.jp/gym/edo/

Rocky 新宿曙橋店
新宿区市谷台町14-6
信川ハイツB1

https://www.rockyclimbing.com/shinjukuakebonobashi/

B-PUMP TOKYO AKIHABARA 文京区湯島1-1-8 http://pump-climbing.com/gym/akiba/

APEX Climbing Gym 四谷三丁目店 
新宿区四谷3-13-24
ミズキビル6(受付)、7F

http://www.apex-climbing.com/yotsuya/

エナジークライミングジム 高田馬場店
新宿区高田馬場4-9-9
早稲田13時ホールビル1F

http://www7a.biglobe.ne.jp/~energy/gym/takadanobaba.ht
ml

エスカラード クライミングジム
新宿区西新宿7-5-20
新宿旭ビル

http://www.escalade-climbing.com/

EverFree Climbing Gym 
新宿区北新宿4-16-9
新関ビルB1F

http://www.everfree-climbing.com/

PUMP CLIMBER’S ACADEMY 新宿区新宿2-8-5 新宿第1ビル http://pump-climbing.com/pca/

APEX Climbing Gym 新宿西口店 
新宿区西新宿7-3-1
三光パークビル B1F

http://www.apex-climbing.com/shinjuku/

ベータクライミングジム 新宿区住吉町1-14 http://beta-climbing.com/

施設名 所在地 備考

民間

http://www.tokyo-dome.co.jp/spo-dori/bouldering/
https://granny-ueno.com/
http://twall.jp/gym/edo/
https://www.rockyclimbing.com/shinjukuakebonobashi/
http://pump-climbing.com/gym/akiba/
http://www.apex-climbing.com/yotsuya/
http://www7a.biglobe.ne.jp/~energy/gym/takadanobaba.html
http://www7a.biglobe.ne.jp/~energy/gym/takadanobaba.html
http://www.escalade-climbing.com/
http://www.everfree-climbing.com/
http://pump-climbing.com/pca/
http://www.apex-climbing.com/shinjuku/
http://beta-climbing.com/
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スポーツクライミングジム
エキサイティング三茶

世田谷区三軒茶屋2-14-8
ファッションビル3Ｆ

http://exciting-sancha.com/

クライミングジムＣＥＬＬ 世田谷区経堂1-23-3 http://www.setagaya-climbing.com/gym/

ボルダリングジム「POP IN」 大田区下丸子3-28-17 YSSビル1F http://bouldering-gym-popin.com/index.html

クライミングジムKrimp
大田区蒲田3-14-15
ロイヤルプラザB1F

http://krimp.jp/

T-WALL 大岡山店 大田区北千束1-59-3 http://twall.jp/gym/ookayama/

PIGLET CLIMBING GYM 品川区平塚1-11-7　M’s House 1F http://piglet-climb.com/

VILLARS climbing　品川店
品川区北品川2-21-7　
VILLARS品川ビル 1F

http://villars.jp/shinagawa

T-WALL 錦糸町店 江東区毛利2-10-12 http://twall.jp/gym/kinshi/

スポル品川大井町 品川区広町2-1-19 https://www.sporu.jp/

HEADROCK CLIMBING GYM 墨田区菊川1-10-10 https://headrock-climbing.com/

Climbing gym NICO 墨田区本所1-9-7 http://climb-nico.com/

クライミングジム 「フィッシュアンドバード」
東陽町

江東区東陽7-4-12 https://www.fish-bird.co.jp/fishandbird/

VILLARS climbing有明店
江東区有明3-7-3
ダイワロイネットホテル東京有明2F

https://villars.co.jp/ariake/

施設名 所在地 備考

民間

http://exciting-sancha.com/
http://www.setagaya-climbing.com/gym/
http://bouldering-gym-popin.com/index.html
http://krimp.jp/
http://twall.jp/gym/ookayama/
http://piglet-climb.com/
http://villars.jp/shinagawa
http://twall.jp/gym/kinshi/
https://www.sporu.jp/
https://headrock-climbing.com/
http://climb-nico.com/
https://www.fish-bird.co.jp/fishandbird/
https://villars.co.jp/ariake/


　　　　　スポーツクライミング

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 ボルダリングジム UNDERGROUND 北区東十条3-1−14 https://underground-climb.com/

BEAM～Toshima Bouldering Studio～ 豊島区南大塚3丁目36−7 T&Tビル1F https://beam-toshima.com/

NOBOROCK 池袋店 豊島区西池袋5-13-12　MKビルB1 https://noborock.com/program/ikebukuro/

クライミングスクール・ジム
J&S池袋

豊島区南池袋1-7-20 大同ビル地下１階 https://js-climbing.com/ikebukuro/

Fitness Climbing Studio LAGO 杉並区方南1-7-3 http://www.lakers.co.jp/lago/

Bouldering space BLEAU 杉並区高円寺南3-6-3 http://bouldering-bleau.com/

ボルダリングジム Ｊ＆Ｓ中野 中野区新井1-31-6 高山ビル1Ｆ https://jandsnakano.wixsite.com/jandsnakano

B-PUMP OGIKUBO
杉並区上荻1-10-12
荻窪東亜会館3F

http://pump-climbing.com/gym/bpump/

J&Sボルダリングジム 渋谷区東3-20-2 ＫＩビルB1Ｆ https://www.js-bouldering.com/

NOBOROCK 渋谷店 渋谷区桜丘町9-1 ビアンクォードビルB1 http://noborock.com/shibuya/

BOULCOM 新宿店 渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 地下1Ｆ http://boulcom.jp/shinjuku/

クライミングジムRec's代々木
渋谷区千駄ヶ谷4-30-3
代々木TRビルB1F

https://www.recs-g.com/

施設名 所在地 備考

民間

https://underground-climb.com/
https://beam-toshima.com/
https://noborock.com/program/ikebukuro/
https://js-climbing.com/ikebukuro/
http://www.lakers.co.jp/lago/
http://bouldering-bleau.com/
https://jandsnakano.wixsite.com/jandsnakano
http://pump-climbing.com/gym/bpump/
https://www.js-bouldering.com/
http://noborock.com/shibuya/
http://boulcom.jp/shinjuku/
https://www.recs-g.com/
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56 グリーンアロー 新小岩店 江戸川区中央4-15-13 http://www.green-arrow.jp/contents/locator/shinkoiwa/

クライミングジム 「ＲＯＣＫＬＡＮＤＳ」 江戸川区東葛西5-27-16 http://www.rock-lands.com/

BOULDERS CLIMBING GYM 足立区東保木間2-25-16 http://hokimaboulders.com/

ボルダリングジム　ベアーズロック 葛飾区白鳥1-11-7 青戸ビル１F http://bearsrock2017.blog.fc2.com/

クライミングジム・ドラセナ 板橋区小豆沢4-7-3 http://blog.livedoor.jp/dracaena1114

クエール・クライミングジム 練馬区早宮2-26-19 http://quail-climbing.com/

ノースパークビル ボルダリングジム 板橋区板橋4-12-6 http://freebouldering.web.fc2.com/

Base Camp Tokyo 小竹向原店 板橋区向原3-10-15 https://b-camp.jp/tokyo/

YJ Rock Climbing GYM 荒川区東日暮里3-23-13 https://yj-rockclimbing.com/

the FACTORY 板橋区常盤台1-36-14 https://thefactory-climbing.com/

クライミングジム「ライノアンドバード」 荒川区西日暮里2-56-3 https://fish-bird.co.jp/rhinoandbird/

施設名 所在地 備考

民間

http://www.green-arrow.jp/contents/locator/shinkoiwa/
http://www.rock-lands.com/
http://hokimaboulders.com/
http://bearsrock2017.blog.fc2.com/
http://blog.livedoor.jp/dracaena1114
http://quail-climbing.com/
http://freebouldering.web.fc2.com/
https://b-camp.jp/tokyo/
https://yj-rockclimbing.com/
https://thefactory-climbing.com/
https://fish-bird.co.jp/rhinoandbird/
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68 クライミングスタジオ カメロパルダリス 昭島市東町3-4-11 https://camelopardalis-tokyo.com/

クライミングジム WESTROCK 府中店 府中市分梅町5-9-1 http://www.westrock-climbing.com/intro_fuchu/

PLAY
昭島市田中町610-4
MORIPARK Outdoor Village内

https://www.play-tokyo.com/

ボルダリング＆クライミングジム
ジャムセッション三鷹

三鷹市上連雀2-2-5
ポリフォニー三鷹ビル2階

http://ジャムセッション三鷹.com/

isara climbing 三鷹市牟礼4-18-25 http://climbingcaffe.net/isaraclimbing/

Rock Climbing 三鷹ジム 武蔵野市中町1-1-8 HN28ビル B1F http://mitakagym.com/

Climbing　gym　VOLNY 武蔵野市吉祥寺北町1-18-3 https://volny.net/

ロッククライミングジム ボルタリングジム
JETSET

立川市柏町4-60-17 http://jet-set.jpn.com/pc/

Bouldering Gym CREST 立川市錦町1-12-18 錦町ビル1F http://bouldering-gym-crest.tokyo/

クライミングジム・ROCKBEANS 八王子市寺町22 http://rockbeans.com/

D.Bouldering Hachioji
八王子市中町2-1
グランド東京新館ビル1F

https://www.d-b-c.jp/top/hachioji/

クライミングジム バーチ 八王子市散田町3-17-11　NSビルB1 http://www.e7a.jp/vac/

施設名 所在地 備考

民間

https://camelopardalis-tokyo.com/
http://www.westrock-climbing.com/intro_fuchu/
https://www.play-tokyo.com/
http://ジャムセッション三鷹.com/
http://climbingcaffe.net/isaraclimbing/
http://mitakagym.com/
https://volny.net/
http://jet-set.jpn.com/pc/
http://bouldering-gym-crest.tokyo/
http://rockbeans.com/
https://www.d-b-c.jp/top/hachioji/
http://www.e7a.jp/vac/
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79 クライミングフロント カランバ 西多摩郡瑞穂町長岡長谷部264 http://caramba.jp/

MABOO Climbing Gym 武蔵村山市伊奈平1-72-1 http://maboo.jp/

Climbing Gym GIRI.GIRI 西東京市西原町5-2-1 https://climbing-girigiri.com/

T-WALL 東村山店 東村山市本町2-7-1 http://twall.jp/gym/hmura/

クライミングジム・ランナウト 国分寺市西恋ヶ窪1-43-7 https://runout.info/

フィッツ クライミングジム 町田市大蔵町208-1 http://www.fitsclimbing.com/

NOBOROCK 町田店 町田市森野1-25-19 3Ｆ https://noborock.com/program/machida/

DOGWOODクライミングジム 調布店 調布市多摩川1-26-3 http://www.dogwood-climbing.jp/chofu/

クライミングジム ノーズ
町田市南つくし野3-1-3
CKすずかけ台

http://www.nose2.org/

クライミングジム WESTROCK 調布店 調布市富士見町1-20-3 https://www.westrock-climbing.com/intro_chofu/

クライミングジム ハングアウト
調布市菊野台１-40-3
サホダコーポ第一 1F

http://climbing-hangout.com/

施設名 所在地 備考

民間

http://caramba.jp/
http://www.maboo.jp/
https://climbing-girigiri.com/
http://twall.jp/gym/hmura/
https://runout.info/
http://www.fitsclimbing.com/
https://noborock.com/program/machida/
http://www.dogwood-climbing.jp/chofu/
http://www.nose2.org/
https://www.westrock-climbing.com/intro_chofu/
http://climbing-hangout.com/

