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New Golf Life , From Xswing
業界最先端のノウハウ リアリティ追及の開発理念 多様なオプション製品

について
株式会社GPROは1997年6月に設立されました。蓄積された経験とノウハウを基にゴルフシミ
ュレーターの開発と製造に着手し、2008年よりアジア全域にわたりゴルフシミュレーターの販

創造革新の企業文化

日本開発の優良品質

メーカー直販の安心感

売を開始いたしました。
現在、クラブメーカー、クラブ工房、ゴルフスクール、複合スポーツ施設、ゴルフバー、個人宅
など、用途に合わせたきめ細かなカスタマイズサービスで評価をいただき、様々な店舗様にご導
入いただいております。
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兵庫ショールーム

ベトナムホーチミンショールーム

東京ショールーム

名古屋ショールーム

韓国ソウルショールーム

中国北京ショールーム

直営ショールームでは最先端の設備と多様なオプション製品を展示しております。

高速度カメラタイプゴルフシミュレーター

天井カメラローコストタイプゴルフシミュレーター

Xswing-G

Xswing-D

最上位機種！スポーツ複合施設・屋外練習場・レッスン・
ゴルフバーなど、用途に制限されないシミュレーター

低コストと実用性の両立を実現した万能シミュレーター！
インドアゴルフ、アミューズメント施設、個人宅など向け

■特長

■特長

● 2台の高速度カメラで最大5,000fpsを駆使したボール回転を解析

● 打席にはセンサーなどの機器がなくスッキリとした空間で安心し

する最先端技術。

てショットができる。

● 天井にセンサーがあり、打席まわりの特別な工事が不要。

● 本球でも練習球でもどんなボールでもOK、専用ボール不要

● リアルな映像でクラブの軌道やボールの回転を確認できる根拠の
ある分析プロセス。
● ショット時にボール位置の指定がなく、快適なプレイを実現。
● クラブ選択の必要がなく、ストレスなくプレイが可能。

■製品構成

■製品構成

高速度カメラセンサー

消音スクリーン

※オプション

コンピューターシステム

高性能プロジェクター

モーションリプレー ※オプション

スイングプレート

※オプション

※オプション

ボールの回転とクラブの軌道が見える！

天井カメラセンサー

消音スクリーン

※オプション

コンピューターシステム

モーションリプレー ※オプション

打席モニター

オートティーアップ

※オプション

■お客様の声
東京都内最大級のインドア練習場様より

Xswing-Gの制御を担うセンサーは、最先端の高速度カメラ

Xswingはショット時ボール位置の指定がなく、レッスン場には最適なシミュレーターですね。低コストで精度も高く
インドア練習場にとっては魅力的なアイテムだと思います。

技術でスピン量を計測。クラブ軌道も実際のスロー映像で確
認でき、クラブパスが見えることによってあなたのスイング
軌道が一目瞭然！

ゴルフスクールコーチ様より
多数のシミュレーターと比較してXswingの導入を決めました。Xswingはプレイヤーのショットを厳しく解析し、実際
に正しいショットでなければ、ボールフライトでよい結果は得られません。またスイングチェックも可能でシンプルで
使いやすい設計ですね。

ゴルフ用品店様より
店舗改装に伴いシミュレーター導入を考えていたところ、Xswingさんに上手く設計していただき導入することができ
ました。設置スペースは横幅3.4m、奥行4.8m程度です。
試打ができるようになり、店の評判と共に売上も伸びて、導入して良かったと思います。

SkyTrakゴルフシミュレーター
Xswing-S
プロも利用するPGA推奨コスパ最強シミュレーター！
屋外練習場、インドアゴルフ、ゴルフ用品店、個人宅など
向けシミュレーター

■特長

(公社)日本プロゴルフ協会PGA推薦品

「SkyTrak」とは、小型で軽量ながら、高性能・高精度な
弾道測定機で、シミュレーターとも連動が可能な、今話題
の万能センサーです！従来品に比べ圧倒的な低価格化を実
現し、全国のゴルファーにご愛用いただいております。

ニッポンのゴルファーに世界基準のデータ分析を！
クラブフィッティング、ティーチング、データ分析に
適した最強ツールです！

● モバイル性も備えた最先端のカメラ解析技術。
● 特殊なボールやボールマークなどは不要。
● 12項目のショットデータを表示。タブレット対応。
● ショット時にクラブの指定がなく、快適なプレイを実現。
● バッテリー内蔵で持ち運びでき、室内外を問わずご利用可能。

■製品構成

飛びの3大要素：
「初速」
「打出し角度」
「スピン量」を瞬時に計測！
SkyTrakセンサー

コンピューターシステム

打席モニター

データに基づいた練習が貴方を満足させる結果に導く！
SkyTrakは室内・室外問わず、
様々な場所や用途でのご利用が
可能です。

手動レール

消音スクリーン ※オプション

クラブフィッティング・ゴルフ
レッスン・室外練習場・インド
アゴルフ練習場・お庭・車庫・
地下室・アウトドアなど．．．

モーションリプレー ※オプション

■お客様の声
大 手ク ラ ブ メ ー カ ー 店 長 様 よ り
大体のお客様はクラブ購入前に試打をされますが、Xswingの導入によりリアルな弾道に非常に関心をお持ちになり、
何本ものクラブを試打され、真剣にクラブ選びをされるようになりました。
試打会にもSkyTrakを持って行き、簡単に設置できるのも魅力の一つです。

ゴ ルフ 練 習 場 オ ー ナ ー 様
これからのゴルフ練習場も時代に応じたサービスが必要と思い、アウトドアのゴルフ練習場でも設置できるシミュレー
ターを探していました。そこで唯一合格したのがXswingです。アウトドアで設置すると言うことはお客様は飛距離、
弾道ともその目で確認されますから、ごまかしは効きませんからね。今後は冬場に向けて室内の設置も検討中です。

元 プロ 選 手 、 現 ゴ ル フ ス ク ー ル 経営者様より
他社製品のフック、スライスの弾道表示とは違って、Xswingのフック、スライスは直線全体で曲がるのではなく、
弾道が徐々に曲がって行き表示されます。実際にアウトドア練習場で確認しましたが、ドライバー、アイアンともに、
飛距離、弾道表示ともパーフェクトに解析結果を表示します。ここまでシミュレーターも進化したかと驚きました。

■製品仕様

■ P C 版 ： Windows

製品名

SkyTrak

センサータイプ

カメラ

対応OS

Windows／iOS

接続方法

Wi-Fi

サイズmm(本体)

147(幅)×173(高さ)×62(奥行)

重量(本体)

725グラム

電源

AC電源または内蔵バッテリー

ボールスピード

1〜200MPH

打出角度

0〜55度

サイドアングル

0〜20度

サイドスピン

0〜4000 RPM

バックスピン

0〜12000 RPM

利用環境

室内・室外問わず ※非防水仕様

その他

右打ち・左打ち両対応

※イメージ画像

■ モ バ イ ル 版 ： iOS

※イメージ画像

GSNAVIシステムは「SkyTrak」と連動することができ、

「シミュレーションゴルフ」と「スイング分析」を
この1台ですべてをカバーします!!
ゴルフスイング解析システムとして、最もシンプルな構成で かつ実用性を集約したスイング分析器
27インチ液晶モニター標準装備！スイングを大きな画面で細かい部分までも非常に見やすく分析可能!!

ゴルフボールを打つだけで自動的に正面と後方からの
スイングを撮影でき、毎回自分のスイングを見ながらプロの動画と
比較してキレイなスイングフォーム作りをサポートしてくれます。

モニター

高速度カメラ
※オプション

スタンド

ドローツール

連続写真

比較モード

残像表示

超小型 PC

■製品仕様
製品名

GSNAVI
: Basic / Advance / Ultimate

パッケージの種類

３種類

ハードウェア仕様

USBカメラ

( 標準 )

: フレームレート =30fps

高速カメラ

(オプション)

: フレームレート =100fps

トリガー
カメラ最大接続数

モニター

: 27インチ

スタンド + モニター

: H1050mm

超小型 PC

: Windows

マイク or マニュアル or SkyTrak
２台

D500mm

GSNAVI Basic
W1300mm

GSNAVI

Advance

GSNAVI

Ultimate

・27インチモニター・・・1 台

・SkyTrak(Asia2付)・・・1 台

・SkyTrak(Asia2付)・・・1 台

・ミニPCセット・・・・・1 式

・27インチモニター・・・1 台

・21インチモニター・・・2 台

・USBカメラ・・・・・・2 台

・ミニPCセット・・・・・1 式

・ミニPCセット・・・・・1 式

・スタンド・・・・・・・・1 台

・USBカメラ・・・・・・1 台

・USBカメラ・・・・・・2 台

・スタンド・・・・・・・・1 台

・スタンド・・・・・・・・1 台

ソフト機能

シ
ス
テ

コースラウンド
最大4人でラウンドできるゲームモード。ゲストはもちろん
ログインすると自分のデータを分析することも可能。

ム

ショット練習
ドライバーからウェッジまで練習できるモードです。
苦手なクラブを克服しましょう！

画
面

アプローチ練習

東名CC 桃園コース 13番ホール

10〜100mまでの距離を選びアプローチ練習するモードです。

メニュー

コース選択

レンジ中央にあるフェンスをボールを曲げて避けて打つモード
です。ドローとフェードがゲーム感覚でマスターできます！

コースアプローチ設定

全てのコースでアプローチの反復実践練習が可能。

環境設定
ドロー&フェード

オプション設定

コースアプローチ

バンカー練習
距離も高さもそれぞれ3種類の組み合わせ設定で練習可能。

バンカー練習設定
ターゲット
アーチェリーのように中心に近ければ近いほどスコアを競い
合うゲームモードです。

浮島モード
島にボールを乗せるゲームモードです、ピンに近ければ近い
ほどハイスコアになる。

運営をサポートする多彩なオプション製品
ハードウェアの特徴
◆ 高速度カメラセンサー、SkyTrakセンサー、天井カメラセンサー、用途にあわせて三種類のセンサーから選択可能。
◆ 2台の高速度カメラで最大5,000fpsを駆使したボール回転を解析する最先端技術
◆ SkyTrakの特徴：日本プロゴルフ協会PGA推奨弾道測定機。12項目のショットデータを表示。
◆ 天井カメラセンサー：専用ボール使用することなく、正確にスピンを計算。

豪華な
3面スクリーン

◆ 打球ポイントの指定やクラブ選択の必要がなく、ストレスのない快適なプレイを実現。
◆ 騒音防止に優れた特殊素材の消音スクリーン。

Xswing-Gシステム

より広大なゴルフ場の雰囲気を再現、さらに臨場感のあるプレーをお楽しみいただけます。
リアルな映像でクラブの軌道やボールの回転を確認できる
根拠のあるイメージ・プロセッシング技術。

ソフトウェアの特徴
◆ 実際に国内外有名ゴルフ場を撮影および実測してゴルフコースを制作しております。
したがって実際にフィールドでラウンドしているかのような最上のリアリティーを提供します。
簡易打席ブース

スイングプレート

オートティーアップ

◆ 収録コースは全て実在しているゴルフ場で、国内名門コースも多数プレー可能。
◆ 臨場感のあるサウンド、専門ナレーターと共にラウンドを楽しんでください。
ショットごとの情報ナレーションと楽しい歓声音はプレイに臨場感をあたえます。
◆ パッティング時のグリーンの高低を、色分けして表示するグリーン情報。
◆ 4ヶ国語(日本語、中国語、韓国語、英語)に対応。
◆ リモート操作で最新のソフトウェアに随時アップデートやメンテナンス作業を行ないます。

ボール供給器

ラウンドスクリーン

モーションリプレー

ブースクッション

3面スクリーン

◆ 業界初！リアルタイムのオンライン対戦機能搭載、全世界のゴルファーと対戦可能！
※オプションのE6Connect使用時のみ

設置必要スペース

必要スペース：幅 3.0m〜 × 奥行き5.5m〜 × 高度 2.85m〜
※ 最低限ドライバーでフルスイング可能なスペースが有れば導入可能です。

カスタマイズ画面作成

Xswingならではのカスタマイズサービス。
お客様のご要望に応じてオリジナルの画面を制作いたします!!

日本シャフト (ビギナーからツアープロまでが幅広く絶賛する国内唯一の総合ゴルフシャフトメーカー)

本間ゴルフ (ゴルフクラブの草分け的な老舗メーカー)

実証テストのご紹介

マジェスティ ゴルフ (ゴルフクラブ・ゴルフ用品の製造販売やトーナメントの開催する大手メーカー)

Xswingは常にボールの飛距離、速度、方向、打出し角、などの分析結果を実証し、改善テストを
行なっています。再現性にこだわった本物のゴルフシミュレーターへ！
これからもXswingは進化を続けます。

より正確に、
よりリアルに。
Xswingの
永遠の目標。

LAND ROVER 中国北京

コース作成
フィールドの大地を感じることができる、
3次元のレンダリング方式による3Dで作成しており、
枚の実地写真と

実際に国内外有名ゴルフ場を撮影および実測してゴルフコースを制作しております。
100種類の植物、ティーショット標識、ホール説明の標識、休憩所、クラブハウスなど忠実に再現！
これまで以上に鮮明になり、よりリアルな3D映像で存分にプレイをお楽しみいただけます。

の画像を

完璧に組み合わせて、最上のリアリティを
Xswingは提供しております。
朝焼け

晴れ

曇り

フェアウェイ

グリーンまわり

バンカー

林越え

打ち下ろし

休憩所

リード

ウォーターハザード

林

コース撮影

3 D デザイン

コース作成のプロセス：
ゴルフ場と協議

アップデート

修

正

テスト

国内導入事例

ミズノゴルフスクールでは、快適な練習環境を整えるため、XswingGolfをお選びいただき
レッスン用として全てのスタジオにXswing／SkyTrakをご導入していただいております。

TSURUYA GOLF GRAND FRONT OSAKA

全打席SkyTrakによるレッスン
店内のVIPルームには、最先端の技術が
導入された天井高速度型カメラセンサー
を搭載する最上位機種のXswing-Gを採
用し、最高レベルのフィッティングを行
うことが可能になっています。
大阪梅田ハービス店

大阪淀屋橋店

福岡天神店

国内導入事例
オンワードグループ初のゴルフスクール
ONWARD GOLF ACADEMY 二子玉川

趣味の部屋としてゴルフルームの需要は上昇傾向です

24時間無人営業インドアゴルフ KzGOLF
※ 上記写真はダイワハウス問屋町テラス展示場です

家族で楽しむ贅沢な時間の過ごし方
家族で楽しむゴルフスタイルにはきっと誰もが憧れをもつ
もの。そんな充実ライフを送っている石川さん宅は、1階
にこだわりのシミュレーションゴルフ部屋がある。
「スポーツクラブに通っていて、初めてシミュレーション
ゴルフを見た時に欲しいっ！と思ったのがきっかけです。
これを造ってからまったく練習場に行かなくなりました。
中でも、一番こだわったのは広さですね。どうせ造るなら
大きいスクリーンを入れて、気兼ねなく思い切りスイング
できるようにしました。年をとっても、シミュレーション
ゴルフなら疲れずにゴルフが楽しめるので、いつかは親子
三世代でこの家でゴルフができたら良いです。」
※ 上記写真はダイワハウス様の物件ではありません

※ EVEN2017 年 4 月号 Vol.102 より抜粋

導入事例

インドネシアの人気アミューズメント施設

de Golfers Hub

海外導入事例
HONMA上海浦東本店

中国HONMAGOLF は数多くのメーカーより厳選、評価し、XswingGolfを唯一の
採用ゴルフシミュレーターとして、全ての直営店に導入することを決定いたしました。

ベトナム高級温泉リゾートホテル

上海浦東本店

北京嘉銘店

広州万菱

深

店

CBD店

上海古北店

蘇州金鶏湖店

KAWARA MY AN

導入実績
Xswingの足跡は国内のみに留まらず、世界各地に及んでいます！
北は北海道から南は沖縄まで、国内全ての都道府県において、個人宅からゴルフ関連施設まで

中国、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、

弊社の製品を広くご利用頂いております。

ベトナム、フリピン、タイ、サウジアラビア 等

イベント実績

会社概要

Xswingは、ジャパンゴルフフェア、アジア国際ゴルフ博覧会といったゴルフ展示会やスポーツ
イベントから、TV局での放送まで、国内外の各種イベントに積極的に出展し、プロモーションを
行っております！

■ 開発・製造販売元
株式会社GPRO(ジープロ)
■ 所在地
【事業開発本部】

〒661-0881 兵庫県尼崎市昭和通5-164-3
TEL：06-6430-5111

【日本本社】

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町5-14-12
TEL：06-6428-6777

【東京支店】

〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-8 上野富士ビル2FA
TEL：03-5827-4122

【2 00 9】
ジャパンゴル フ フ ェ ア

【2009】
フ ジテレビ系アンビリバボー

【2010】
東京スポーツフェア

【2011】
ジャパンゴルフフェア

【名古屋支店】

〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町356
TEL：052-909-5677

【韓国支店】

〒16229 京畿道水原市霊通区二儀洞1286 光教エースタワー3期 902号
TEL：+82-31-5186-6066

【中国北京】

〒100026 北京市朝陽区朝陽公園路好運街1-11
TEL：+86-10-5867-0270

【中国大連】
【2 01 1】
中国国際ゴル フ 博 覧 会

【2012】
アジア国際ゴルフ博覧会

【2012】
ジャパンゴルフフェア

〒116000 大連市中山区大公街21号
中心裕景 塔1-1単元1204号

【2013】
中国国際ゴル フ博覧会

TEL：+86-411-8889-2432
【ベトナム】

10 Phan Dinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
TEL：+84-70-4545-182

■ 設立日
1997年6月
■ 資本金
3億2,800万円
【2 01 4】
ジャパンゴル フ フ ェ ア

【2 01 7】
韓国ゴルフ フ ェ ア

【2014】
SPORTEC

【2017】
ジャパンゴルフフェア

【2015】
ジャパンゴルフフェア

【2017】
読売テレビ 情報ライブ ミヤネ屋

【2016】
ジャパンゴルフフェア

【2017】
BM W東京チャ レンジ

■ 役員
代表取締役

川本 秀昭

取締役

中川 智淑

取締役

石黒

取締役

林

恒利

取締役

宋

輝哲

中国代表

徐

率

透

■ 事業内容
ゴルフシミュレーター開発・販売、ゴルフコース3D制作、ゲームプログラミング開発、
Web制作・プログラミング、データベース構築、ショッピングカート・決済システム開発
■ 取引銀行
三井住友銀行、尼崎信用金庫、ジャパンネット銀行
米国：U.S.銀行、韓国：KB銀行、中国：中国銀行
■ ホームページ

【2 01 8】
ジャパンゴ ル フ フ ェ ア

【2018】
毎日放送 戦え！スポーツ内閣

【2019】
ジャパンゴルフフェア

【2021】
ジャパンゴル フフェア

https://xswinggolf.com ／ https://sky-trak.com ／ https://mlmgolf.com ／ https://exputtgolf.jp
■ メールアドレス
info@gpronet.com

