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愛好者急増中！話題のスポーツ“ボルダリング”が体験できる１Day イベント 

「クライマーズ スペシャルセッション」開催決定！ 
テレビでも活躍する美人アスリート野口啓代ほか、トップクライマーが多数参戦！ 

開催日：8 月 20 日（土） 会場：Base Camp Tokyo 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：水野道訓）は、

株式会社ソル・メディア（本社：東京都港区、代表取締役：利重孝夫）とともに、2020 年開催の東京オリ

ンピックでの新種目採用が決定した話題のスポーツ「スポーツクライミング」をテーマにした、新たなフリ

ーマガジン「CLIMBERS（クライマーズ）」の創刊を記念し、１Day イベント「クライマーズ スペシャルセッ

ション」の開催を決定いたしました。 

会場となるクライミングジム「Base Camp Tokyo」（所在地：東京都板橋区）でのイベントには、平山ユー

ジ、野口啓代、楢崎智亜といった日本を代表する豪華ゲストクライマーが参加し、ゲストクライマーから

直接レッスンを受けながら、クライミングを楽しむことができるプログラムをご用意。他にも、ゲストクライ

マーによるトークショーや質疑応答、記念撮影タイムなど、クライミング経験者はもちろん、これからクラ

イミングを始めたいと思っている未経験者でも楽しめる内容を多数用意し、スペシャルなセッションが楽

しめるイベントとなっています。さらにソニーミュージック初の J-POP DJ としてジャンルを問わず数多く

のフェスやイベントで活躍する「DJ 和」も参戦し、このイベントを盛り上げます。 

 

 



【CLIMBERS（クライマーズ） とは】 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントと株式会社ソル・メディアの共同プロジェクトとして、「ス

ポーツクライミング」をテーマにした、新しいフリーマガジン（2016 年 8 月創刊）。 

名 称：CLIMBERS（クライマーズ） 

発行形態：フリーマガジン 

発行サイクル：季刊（年 4 回／春夏秋冬） 

配布設置：日本全国のクライミングジム 

 

【株式会社ソル・メディア とは】 

2006 年創業。海外サッカー専門誌「月刊フットボリスタ」、サッカーファミリー向けメディア「soccerMAMA

（サッカーママ）」など、各種スポーツに特化したメディアを運営。雑誌制作のみならず、イベントの企画・

制作、デジタルコンテンツのプロデュースまで幅広く手掛ける。 

 

【イベントに参加するゲストクライマー】 

平山ユージ ｜ YUJI HIRAYAMA 

プロフリークライマー。10 代で国内トップとなり渡仏、1998 年に日本人初のワールドカップ総合優勝を

達成する。2000 年に 2 度目の優勝という快挙を果たし、2002 年にはクワンタム メカニックルート（13a）

オンサイトとサラテルートワンデーフリーに成功、2008 年には米ヨセミテのノーズルートスピードアッセ

ント世界記録を樹立。世界一美しいと評されるスタイルで“世界のヒラヤマ”として知られ、現在も世界

的に活躍中。2010 年には長年の夢でもあったクライミングジム「Climb Park Base Camp」を設立した。 

 

野口啓代 ｜ AKIYO NOGUCHI 

プロフリークライマー。1989年生まれ。小学 5年でフリークライミングに出会い、翌年の全日本ユース選

手権で中高生を抑えて優勝するという快挙を成し遂げる。2008年にはワールドカップのボルダリング種

目で日本人女性初の優勝、2009 年、2010 年、2014 年、2015 年も総合優勝を飾るなど、日本が誇る世

界屈指のクライマー。2013 年にスペイン「Mind Control」（5.14c）、15 年にアメリカ「Mandala」（V12）を完

登、日本人女性最高レッドポイントグレードを更新するなど、外岩での活動も積極的に行う。 

 

楢崎智亜 ｜ TOMOA NARASAKI 

プロフリークライマー。1996 年生まれ。10 歳でフリークライミングを始め、高校卒業後プロに。2015 年

に全日本ユース選手権ボルダリング競技大会やアジアユース選手権などを制し、迎えた今シーズンは

参戦 3年目のワールドカップ第 3戦（中国・重慶）で自身初のチャンピオンに輝いた。優勝後も 3大会連

続で 2 位に入り、ボルダリング種目日本人男子初の総合優勝を狙う期待のホープである。近年は岩場

での活動も活発で海外へも遠征し、「Direct North 」（V14）「Mandala SD 」（V14 ）などを完登。 

 

 



【イベントに参加するゲスト DJ】 

DJ 和 ｜ DJ KAZU 

ソニーミュージック初の J-POP DJ として 2008 年にメジャーデビュー。DJ の活動と同時に、ソニー・ミュ

ージックレーベルズにてスタッフとしても勤務。日本語のみの DJ プレイを主軸に置きながら、NHK 

「MUSIC JAPAN」の会場 DJ を始め、「ANIMAX MUSIX」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」などアニソン

やロックなどジャンルを問わず数多くのフェスやイベントに出演。今までにリリースした MIX-CD20 タイト

ルは累計売上数 100 万枚を突破。代表作は、「J-ポッパー伝説」、「A GIRL↑↑」、「J-アニソン神曲祭

り」など。他にも様々はテーマにこだわった MIX CD をリリースしている。 

 ・Twitter https://twitter.com/djkazu1025 

 ・公式サイト http://www.sonymusic.co.jp/artist/dj_kazu/ 

 

【イベント概要】 

イベント名称 クライマーズ スペシャルセッション in Base Camp Tokyo 

開催日 2016 年 8 月 20 日（土） 

会場 Base Camp Tokyo 

〒173-0036 東京都板橋区向原 3-10-15 

イベント内容 全セッション共通 

 ・ゲストクライマーによるトークセッション 

 ・ゲストクライマーによる直接レッスン＆クライミングタイム 

 ・ゲストクライマーとの写真撮影 

 ・DJ 和による DJ プレイ など 

開催時間 セッション制（入れ替え制） 

1st セッション 

  受付開始：9 時 30 分～ 

  時間：10 時 00 分～12 時 30 分（2 時間 30 分） 

  対象：小学生 

  定員：60 名（保護者は子ども 1 名につき 2 名まで入場可能） 

2nd セッション 

  受付開始：13 時 30 分～ 

  時間：14 時 00 分～16 時 30 分（2 時間 30 分） 

  対象：初級者（クライミング未経験者から 5,6 級まで） 

  定員：100 名 

3rd セッション 

  受付開始：17 時 30 分～ 

  時間：18 時 00 分～20 時 30 分（2 時間 30 分） 

  対象：初級者（クライミング未経験者から 5,6 級まで） 

https://twitter.com/djkazu1025
http://www.sonymusic.co.jp/artist/dj_kazu/


  定員：100 名 

参加費 4,500 円（消費税込み）  

当日受付にて Base Camp の会員証提示で 500 円キャッシュバック 

チケット イープラスにて独占販売 

主催者 主催：CLIMBERS 

協力：Base Camp Tokyo 

企画運営：ソニー・ミュージックエンタテインメント／ソル・メディア 

お問い合わせ先 CLIMBERS 運営事務局（株式会社ソル・メディア内） 

電話：03-6721-5151（平日 10 時～18 時） 

E-mail：climbers-info@solmedia.jp 

公式サイト http://climbers-web.jp/ 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 広報ルーム メールアドレス press@sonymusic.co.jp 

ホームページ http://www.sme.co.jp/ 
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