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ハードウェアとソフトウェア

GDR
トレーニング用ゴルフシミュレーター

T2VISON plus
ラウンド用ゴルフシミュレーター

【ソフト】

【ハード】

【T2センサー】【タッチパネル筐体】 【後方カメラ】
※GDRのみ

T2VISION plusは付属されません

ラウンドメイン 練習メイン

T2 共通



インドア アウトドア

T2センサー
（GOLFZON） ○ ○

解析機T △ ○

解析機G ○ △

T2システム（T2センサー）

ディンプルを読み込む事によりスピン量を計測
米LPGAに公認されている超高性能カメラセンサー

DIMPLE

フィールドテスト

※比較フィールドテストの様子

■マークをつける必要が無く、ボールの置き位置が自由
■お客様のストレスを軽減します
■専用のボールを使う必要もありません

現在ゴルフ業界で評価の高い解析機との比較において
インドア・アウトドア問わずに遜色の無い計測が実証されています



T2システム導入メリット（既存施設様向け）

■今ある打席にも

■他社様の機器からの差し替えも
T2センサー

タッチパネル筐体

※有線LANによるインターネット環境が必要となります
※状況により設置が出来ない可能性があります

T2センサーとタッチパネル筐体を
設置するスペースさえあれば、
通常発生する内装工事（床工事等）を最小限に抑える
事が出来る為、
トータルコストを大幅に下げる事が可能です。



T2 VISION Plus



名門コースが200以上導入
セントアンドリュース、富⼠クラシック、川奈ホテルゴルフコースなどの有名国内
コースを含む211ヶ所（VISION PLUS対応 84コース）のワールドクラス
コースを圧倒的なグラフィックで体験することができます

傾斜でリアルなラウンド体験
ボールのライに合わせ、自動的にプレートが上下左右に動き傾斜が付
きます（※オプション）より本物さながらのラウンドを楽しむ事が出来ま
す。

スコア・動画データ管理
自分のラウンド記録やスイング動画をWEBで管理。
動画はスロー再生も出来るので、より客観的な視点で練習が出
来ます。

400ヤードの練習場
ラウンドだけでなく、練習場モードでショットの練習・スイング動画
のチェックも可能

ゴルフゾンだから出来るネットワーク大会
全国大会やお店オリジナルの大会など、ネットワーク上で開催さ
れる大会の参加・開催が可能。今後世界規模の大会が開催さ
れるかも︕

圧倒的な設置実績
GOLFZONシミュレーター設置台数1500台以上（※Realモデル含む）
お客様に圧倒的な支持を頂いております



日本62コース ※全211コース ※2022年5月現在

関東
茨城県
石岡ゴルフ倶楽部
セントラルゴルフクラブ
ジェイゴルフ霞ヶ浦

神奈川県
大箱根カントリークラブ

千葉県
佐原カントリークラブ
アクアラインゴルフクラブ
姉ヶ崎カントリー倶楽部
総武カントリークラブ 総武コース
グレートアイランド倶楽部
習志野CCキング・クイーンコース
成田フェアフィールドGC
鶴舞カントリー倶楽部

栃木県
ジュンクラシック
ホウライカントリー倶楽部
58ゴルフクラブ
ロペ倶楽部
⻄那須野カントリー倶楽部
サンヒルズカントリークラブーウェストコース
サンヒルズカントリークラブーイーストコース

埼玉県
武蔵丘ゴルフコース
久邇CC

群馬県
赤城カントリー倶楽部
軽井沢高原G.C.

関⻄
滋賀県
瀬田ゴルフコース 北コース

奈良県
万寿ゴルフクラブ

京都府
レイクフォレスト : ザ・センチュリー

大阪府
太子カントリー

兵庫県
山の原ゴルフクラブ
神⼾パインウッズゴルフクラブ
小野東洋ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
マスターズゴルフ倶楽部
ライオンズカントリー倶楽部

中国
鳥取県
大山ゴルフクラブ

広島県
リージャスクレストゴルフクラブ ロイヤル

北海道
北海道CC 大沼コース
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
ノーザンアークゴルフクラブ
北海道クラシックゴルフクラブ
PGM桂ゴルフ倶楽部

東北
岩手県
岩手沼宮内カントリークラブ

宮城県
利府ゴルフ倶楽部
仙台ヒルズGC

中部
石川県
片山津ゴルフ倶楽部片山津ゴルフ場

山梨県
鳴沢ゴルフ倶楽部
富士クラシック
富士ゴルフコース
河口湖カントリークラブ

岐阜県
新陽カントリー倶楽部

静岡県
川奈ホテルGC - 富士コース
愛鷹シックスハンドレッドクラブ
太平洋クラブ : 御殿場

四国

高知県
土佐カントリークラブ
Kochi⿊潮カントリークラブ

九州
大分県
別府ゴルフ倶楽部 鶴⾒コース

佐賀県
若木ゴルフ倶楽部

⻑崎県
パサージュ琴海アイランドGC

宮崎県
⻘島ゴルフ倶楽部

熊本県
熊本空港カントリークラブ

⿅児島県
祁答院ゴルフ倶楽部

沖縄
ザ・サザンリンクスゴルフクラブ
PGM ゴルフリゾート沖縄

※ 表示が付いているコースはVISION PLUS対応コースです(随時更新予定)

沖
縄

沖縄

関東

（国内の主な導入コース）



VISION PLUSはラウンド機能をより進化させ、さらにリアルなラウンドが楽しめるものとして開発されました。

● VISION PLUSが楽しめるのは現在84コース（随時追加予定）
● 3種類のボール選択が可能となり、選んだボールにより実際の球質を再現。(バランス/コントロール/⾶距離)

ティーショット アプローチ パッティングテレビ中継さながらのカメラアングル

● キャディー機能が搭載され実戦さながらのラウンドが楽しめます。



【練習場機能も進化】

グリーン攻略練習場パッティング練習場 練習場

ラウンド型シミュレーターでもそれぞれ目的に合わせた練習が出来ます



GDR



リピート練習

様々なシチュエーションから

リピート練習が可能

ショートゲームの精度を上げます

5段階のスピードから自分にあう

テンポを選択してスイングの練習

をします。ミラーモードにすれば

自分のスイングと合わせて確認で

きます

実⼒テスト

ドライバーなどを3回×3ホールプ

レイ。成功率を確認することで苦

手分野をデータ化

フィッティング

弾道を解析、⾶距離やスピン量の

データを調整し弾道のシミュレー

ションをする事が可能。

GDR（主なコンテンツ）

ドライビングレンジ チャレンジ 実践練習

ドライバー・アプローチをゲーム

感覚で練習できます。ミッション

に成功すればポイントを獲得し、

レベルが上がります

400ヤードの広大な

ドライビングレンジを再現

自分の⾶距離に合ったターゲット

を自動作成

実在のコースで実践練習が可能

納得いくまで繰り返しショット可能

ラウンドレッスンにも最適です

13コース（各9ホール）※1名プレーのみ

スイングテンポ スイング動画

前後2画面のカメラで撮影された動画にライン

を引く事や、スイングの比較でレッスンの信用

度がアップ

プロのスイング動画も内蔵され比較が可能



GDR導入メリット

 スイング確認・打球分析市場のニーズの高まりに対応し、会員様たちの水準に合うサービスにアップグレード

 顧客中⼼のサービス提供を通じ、効率的な会員管理が可能

 理解しやすく手軽な操作法

 はやい反応・分析速度により、ゴルフをやさしく楽しく練習できます

 様々な練習モードと正確なデータ分析で会員様自らセルフゴルフ練習管理が可能に

 楽しくて効果的なゴルフ練習コンテンツ満載で新しいビジネスモデルを提示

 正確なデータ分析を通じて高い水準のレッスンを提供できます

 レッスンに助けになる指標と練習モードを通じて、レッスンプロの評価はさらにUP

 初級、中級、上級ゴルファーの実⼒にともなう様々なレッスンコンテンツを通じて顧客満⾜を確保

 科学的で効率的なレッスンで信頼度はさらに上昇

■ オンラインデータ管理による、楽しくて効果的なゴルフ練習

■レッスンコンテンツおよびレッスン信頼性UP

■ 差別化されたサービス

 これまでのゴルフシミュレーターに比べ、設置ハードルが低く、内装コストが軽減

 既存の練習打席にも簡易にセッティングする事が可能に

■ 簡易的な設置が可能



ネットワークサービス



ネットワークサービス

仮想コース
リアルな映像美を活かした、充実の仮
想コースが初登場。岩場の狭い隙間に
ショットを通すコースや、東京タワー
や渋谷駅が出現するコースなど、仮想
空間だからこそ実現できるユニークな
セッティングが充実。経験豊富なゴル
ファーだからこそ、ゴルフがもっと楽
しくなるコースです。

オンライン大会
腕に自信のある方は全国の強者ゴルフ
ァーとオンライン対戦に挑戦してみま
しょう。 1人や普段の友人とは味わえ
ない刺激が得られることは間違いない
でしょう。世界規模での大会も実現さ
れます︕

スコア・データ管理
ラウンド後、全てのスコアやショッ
ト情報、詳細データ（平均⾶距離、
パット数など）を自動で保存、ホー
ル毎にGOLFZON.JP上のマイページ
で閲覧できます。 また、ラウンドで
９ホールを完了すると、各種データ
がグラフ化されるため、一目で自分
の得意・苦手なショットがわかりま
す。

緻密なショットデータ
練習終了時に、各番手の正確で詳細なシ
ョットデータを提供します。自身の課題
が⾒つかりやすいため、効率的にスコア
アップが目指せます。

動画も保存
マイモ動画でラインを引いたり、スロー
再生やコマ送りを活用したりして、スイ
ングを確認できます。リアルタイムにス
イングチェックできる「ミラーチェック
」、プロとスイングを比較できる「スイ
ング比較」で、一人でも、レッスンプロ
とでも、より効率的な練習ができます。

スマホで確認
ログインをして練習したショットデータ
・スイング画像・スコア履歴はご自宅で
も、出先でもいつでもモバイルで確認で
きます。

ソフトアップデート
ソフトを⽴ち上げる度に常に最新の状
態へアップデート。
新しいコースも常に増え続ける為、
お客様に飽きがくる事がありません



ソフト比較

・211コース(国内約62コース) ※6人まで同時プレー可能
・実在するコース上の傾斜を表現（オプション）

・400ヤードのドライビングレンジで練習可

◎高速カメラセンサー（置き型）
・ボールの軌道を実測計測
・スピン量の計測精度かなり高い

・スイング動画（前方カメラ1画面）でスイングチェック可能

・オンラインコンペ参加開催可能
・コース追加（年間10〜12コース）
・プレー履歴・動画WEB管理
・ソフトウェアアップデート（導入後定期的対応）

・13コース（各9ホール） ※複数人プレー不可
・18Ｈのラウンド機能無

・400ヤードのドライビングレンジ他、練習コンテンツが複数搭載

◎高速カメラセンサー（置き型）
・ボールの軌道を実測計測
・スピン量の計測精度かなり高い

・スイング動画（前方・後方カメラの２画面）でスイングチェック可能
・スイング動画に線が引ける
・プロの動画と比較可能
・レッスンコンテンツ搭載
・データ管理機能（ショットデータ、動画を保管）

・練習データ管理
・ソフトウェアアップデート（導入後定期的対応）

■インドアでありながら、セントアンドリュース・ぺブル
ビーチなど、200以上のワールドクラスのゴルフ場を現実
のラウンドのように楽しんで頂けます。

■飽きずに練習が続けられるようにゲーム性がありながら、
実践的なドライバーやショートゲーム対策などを実現。
スイング動画や練習結果をモバイルで一括管理︕
上達への道が近くなります。



GOLFZONの強み

【メンテナンス】
開発から製造まで一貫して自社で⾏っている事により、トラブルへの迅速な対応が出来るメンテナンス体制を整えております。
専門のメンテナンスチームを持っている事も特徴です。

【ソフトアップグレード】
GOLFZONはネットワークに接続することにより常に最新バージョンにアップグレードされ
顧客様を飽きさせないコンテンツをご提供いたします。

【導入実績】
世界シェアNO.1（世界43カ国・6,600施設以上・30,000台以上設置）
国内シェアNO.1（500店舗以上の実績）※個人宅除く
GOLFZONは販売後、導入店が継続的に運営を続けていける事を重要視しており無理な販売は⾏いません。
過去の導入実績・直営店運営からくるノウハウも豊富ですのでお気軽にご相談ください。

【NEWS】
韓国ナショナルチームの練習場に導入
2014年10月より米LPGAと公式マーケティングパートナーシップを締結
「ベストゴルフシュミレーター受賞」世界トップのゴルフ出版物であるゴルフダイジェストから、
2017-2021年 ベストギア＆ガジェット分野の「ベストシュミレーター」のエディターズチョ
イスアワードを受賞しました。
「ナショナルゴルフチーム公認」ナショナルゴルフチームの公式トレーニングシステムとして
選ばれています。

【ゴルフブース設計】
豊富な導入実績による経験に基づき、安全基準・最低寸法を設けさせて頂いており、
専門の設計チームが物件に合わせて臨機応変にベストなレイアウトをご提案させて頂きます。

【開発メーカーの強み】
開発・販売メーカーとしてご商談からオープン後のメンテナンスまで責任を持って対応させて頂きます。

【リース対応】
GOLFZONと提携したリース会社を通して導入負担を軽減。


