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私たちはIT技術、デザイン、施工技術、企画・
提案力、海外対応力、対話力を活用し、あらゆ
る意味でビジネスにおける「距離」を無くすこ
とを目指しています。

また、各分野で独立した企業グループが協力
関係を結び、競争力の高い商品やサービス、
環境にも配慮した、より良い社会のために貢
献する事業活動を続けながら、安心、ご満足
頂けるサービスをプロフェッショナルとして
提供し、皆様から信頼され、期待される企業
としてオリジナリティあふれるビジネスを展
開して参ります。

私たちの持つ、人と技術を活かし、
高い意識と使命感を持ったプロフェッショナルなサービスを
世界的観点とスピード力を持ってご提供して参ります

私たちの持つ、人と技術を活かし、
高い意識と使命感を持ったプロフェッショナルなサービスを
世界的観点とスピード力を持ってご提供して参ります

TSS-GroupTSS-Group
株式会社タカラサービス
電気・空調・給排水・ガス・設備工事全般
[兵庫本店] 兵庫県尼崎市南塚口町5-14-12
[東京本店] 東京都台東区東上野5-1-8 2FA
[名古屋支店] 愛知県名古屋市北区丸新町356

タカラショップ株式会社
電気関連設備機器総合販売
[ 本 社 ] 兵庫県尼崎市南塚口町5-14-12

山中産業株式会社 プロネット事業部
住宅設備工事・住宅設備機器販売
[ 本 社 ] 大阪府大阪市淀川区西中島4-6-20
[東京事業部] 千葉県市川市福栄2-9-4

ゴルフ事業開発部
ゴルフシミュレーターおよび弾道測定機 開発・販売
[ゴルフ事業開発本部] 兵庫県尼崎市昭和通5-164-3
[日本本社] 兵庫県尼崎市南塚口町5-14-12
[東京支店] 東京都台東区東上野5-1-8 2FA
[名古屋支店] 愛知県名古屋市北区丸新町356

韓国支店
京畿道城南市盆唐区九美洞187-4 ポイントタウン501

中国北京
北京市朝陽区朝陽公園路好運街1-11

中国大連
大連市中山区大公街21号 中心裕景 塔1-1単元1204

株式会社タカラサービス
電気・空調・給排水・ガス・設備工事全般
[兵庫本店] 兵庫県尼崎市南塚口町5-14-12
[東京本店] 東京都台東区東上野5-1-8 2FA
[名古屋支店] 愛知県名古屋市北区丸新町356

タカラショップ株式会社
電気関連設備機器総合販売
[ 本 社 ] 兵庫県尼崎市南塚口町5-14-12

山中産業株式会社 プロネット事業部
住宅設備工事・住宅設備機器販売
[ 本 社 ] 大阪府大阪市淀川区西中島4-6-20
[東京事業部] 千葉県市川市福栄2-9-4

ゴルフ事業開発部
ゴルフシミュレーターおよび弾道測定機 開発・販売
[ゴルフ事業開発本部] 兵庫県尼崎市昭和通5-164-3 
[日本本社] 兵庫県尼崎市南塚口町5-14-12
[東京支店] 東京都台東区東上野5-1-8 2FA
[名古屋支店] 愛知県名古屋市北区丸新町356

韓国支店
京畿道城南市盆唐区九美洞187-4 ポイントタウン501

中国北京
北京市朝陽区朝陽公園路好運街1-11

中国大連
大連市中山区大公街21号 中心裕景 塔1-1単元1204

https://gpro.co.jp
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https://denki.tss-shop.com

タカラショップ株式会社
インターネットによる電気設備機器の総合販売

全商品オンラインNO.1の格安販売を目指し、
全国の皆様へお届け致します。

照明器具・エアコン・エコキュート・IHクッキングヒーター・インターホン・換気扇・
電設資材など電気設備に関わる商品を全国に販売いたしております。
全国の法人様、一般のお客様よりご利用いただいております「建築資材総合市場」です。

空調工事・給排水工事・オール電化（エコキュート・IHなど）・電気設備工事・照明工事・
住設工事など、設備工事に関わるトータルサポートを全国対応にて行っております。

株式会社タカラサービス
販売＆工事 オンライン激安宣言！
空調設備・電気設備・住宅設備機器の
販売～工事までを全国規模にてトータルサポート

お客様を第一に安心と格安をお約束。
設計からアフターサービスまで信頼性を追求します。

武田薬品工業株式会社
東京大学医学部図書館
東京工業大学
東京大学
千葉大学大学院医学研究院
ゴルフパートナー
マツダオートザム
希学園
Fレンタカー
日本モータースポーツ専門学校
ドトールコーヒー
金剛パブテストキリスト教会

世紀東急工業株式会社
ちゃんぽん亭
かまどや
天理教梅谷大教会
天理教和歌山分教会
日本ヘルス工業株式会社
レストラン シュー･フルール
日本非破壊検査株式会社
奈良先端科学技術大学院大学
星槎国際高校
武蔵工業大学建設情報研究室
大阪大学工学研究科　　　etc...

LED照明器具
照明器具
施設照明
エコキュート
電気温水器
IHクッキングヒーター
石油給湯器

業務用エアコン
ハウジングエアコン
ルームエアコン
換気扇
温水ルームヒーター
電設資材
インターホン

【全国対応窓口】 06-4961-6130

自社サイト取り扱い商品点数 130,000点以上
Yahooショッピング・楽天市場・Amazon出店【施工事例(順不同)】

【取扱商品】

etc...

【兵庫本店】06-6428-1130
【東京本店】03-5827-3715
【名古屋支店】052-909-5678

https://www.takara-co.jp
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レンタルDVD業界はこのマシンで変わる！

無人型のDVD自動レンタル機「DVDス
ターボックス」は、キオスクで借りてキ
オスクに返却。観たいDVDはネットで検
索してそのまま予約など、様々な機能を
備えています。
ビデオレンタル業界に新たなビジネス提
案を行います。

キッチン・バスタブ・洗面化粧台・衛生機器など
の住宅設備機器の販売のみならず、工事共の
総合販売を行っております。
また、ガーデニングやエクステリア、石材、和の
心を大切にする畳など、建築資材全般の販売
も全国的に行っております。

日本ではレンタルビデオは大型の有
人チェーン店舗が市場の主軸となっ
ておりますが、欧米では低コスト・
省スペースなどを理由に、 DVDの自
動レンタル機の市場が爆発的な急成
長を続けております。
そこでDVDスターボックスは、日本
での新たなマーケットの開拓をにら
み、人の集まるあらゆる場所へDVD
自動レンタル機の設置を提案してお
ります。

DVD自動レンタル機

DVDスターボックス

【全国対応窓口】 06-6428-1166
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http://dvdstarbox.comhttps://house.tss-shop.com

山中産業株式会社
インターネットによる住宅設備機器の販売
および設備工事の総合商社

全国の法人様、一般のお客様よりご利用頂いております
住宅資材の総合市場。

システムキッチン・システムバス・洗面化粧台・衛生機器・エクステリア・石材・畳など、
住宅資材に関わる商品販売及び、工事共の総合販売を全国対応にて行っております。

【東日本窓口】 050-5305-4320
【西日本窓口】 050-5305-4319

DVDスターボックス
DVD自動レンタル機
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韓国進出及び韓国でのビジネス展開の際のマーケットの全般的な情報をはじめ、市場の
特性及び需要動向など、初期段階のお打ち合わせから市場調査、分析、調査レポートの
作成まで、一貫して対応させていただきます。専用の不動産情報サイトも運営しており、
日本企業が韓国に会社を設立する場合やビジネスを開始する場合のトータルサポートも
行っています。

http://korea.homesnavi.com

HOMES Navi

PRO
Net

最上のサービス、 最適なサポート、最高の満足を
モットーに最高の住環境を提供して参ります。

ホームズナビ
HOMES Navi KOREA

【日本語対応窓口】 +82-31-715-5862

日系企業および日本人駐在員様専用の
韓国不動産サイト

「高品質」「低価格」「即対応」
日本国内で多くの実績を持つオフショア開発組織です。

日本人により営業・ご提案を行い、ベトナム・ハノイに開発拠点を置くことで、低コス
トでお客様にフィットしたシステムのご提供を可能としたオフショア開発組織です。
ソフトウェア開発やWebシステム開発、ソーシャルゲームなどのスマホアプリの開発、
また、サイト管理からデータの入力業務などの運用保守管理まで、ローコストでハイク
オリティなサービスをご提供しております。

アジアJV事務局
AsiaJV.com

http://asiajv.com

【東日本窓口】 03-5827-4123
【西日本窓口】 06-6428-7774

お見積りやご契約の窓口はすべて日本人が対応
いたします。設計・製造・テスト・保守、途中から
のプロジェクト拡張などにもクライアント様のニ
ーズに柔軟に対応できる開発チームを構成して
おりますので、初めてオフショア開発を発注され
るクライアント様もご安心いただけます。

韓国 ソウルの賃貸住宅やオフィス、店舗や倉
庫などの物件探しから契約までの流れを、韓
国～日本の現地専属スタッフが、貴社の韓国
でのビジネス展開をサポートいたします。
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高収益・高集客、話題のゴルフシミュレーターの販売・設置
そしてビジネスモデルの提案までのすべてをプロデュース

個人での練習・娯楽用はもちろん、商業用としてフィッティングやレッスンにも！
モバイル利用も可能な高性能ゴルフ用弾道測定機「SkyTrak」の開発・販売

世界で認められたゴルフシミュレーター「XswingGolf」の開
発・販売、ビジネス提案から設置プランニングまで全てお任
せ下さい。ゴルフバー、アミューズメント施設、ゴルフ練習
場でのレッスン・スイング解析といったインドア・アウトド
ア施設のビジネス用途から一般家庭のゴルフルーム設営まで、 
お客様との綿密な打ち合わせの上、実際の設置からメンテナ
ンスまで含めたトータルサポートをさせていただきます。

ゴルフ科学に基づき、最先端の革新的な技術で開発された弾道測定機「SkyTrak」は、従来品に比べ、
設置の容易さと圧倒的な低価格化を実現し、国内のゴルファーに世界基準のデータを提供する最強の
ゴルフ用弾道測定機です。

https://xswinggolf.com https://www.sky-trak.com

Xswingゴルフシミュレーター
他社製品には追いつけない日本メーカーならでは
の技術を活かした長年の販売設置実績。

より正確に、よりリアルに。
再現性にこだわった本物のゴルフシミュレーター
「Xswing」の最高の臨場感を体感してください。

ゴルフ用弾道測定機SkyTrak
SkyTrak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万能センサーです！
圧倒的な低価格化を実現し、(公社)日本プロゴルフ協会PGAより
公式推薦品として、全国700店舗以上のゴルフ専門店へ導入し、
プロ・アマ問わず全国のゴルファーにご愛用いただいております。

(公社)日本プロゴルフ協会PGA推薦品

【日本本社】06-6428-6777
【東京支店】03-5827-4122
【名古屋支店】052-909-5677

【日本本社】06-6428-6777
【東京支店】03-5827-4122
【名古屋支店】052-909-5677
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株式会社GPRO(ジープロ)
(英文表記：GPRO Co., Ltd.)

〔 本　社 〕
　〒661-0012  兵庫県尼崎市南塚口町5-14-12
　TEL：06-6428-1166
〔東京本店〕
　〒110-0015  東京都台東区東上野5-1 -8  上野富士ビル2階A 
　TEL：03-5827-4122
〔名古屋支店〕
　〒462-0063  愛知県名古屋市北区丸新町356
　TEL：052-909 -5677
〔国内拠点〕
　仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、兵庫
〔韓国支店〕
　〒463847  京畿道城南市盆唐区九美洞187-4  ポイントタウン501号
　TEL：+82-31 -715 -5862
〔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〕
　〒116000  大連市中山区大公街21号 中心裕景 塔1-1単元1204号
　TEL：+86-411 -8889-2432

3億2 ,800万円

1997年6月

代表取締役　川本　秀昭
専務取締役　石黒　透　　　
取締役　　　中川　智淑
取締役　　　林　　恒利
取締役　　　宋　　輝哲（Song  Hw i  Chu l）
中国代表　　徐　　率　（Xu Shua i）

45名

〔建設業許可〕建築・土木・管工・電気工事業
　兵庫県知事許可（般-30）第215530号
〔電気工事業届出〕
　兵庫県知事届出：第110046号
〔第一種フロン類充塡回収業者登録】
　東京都：第13105739号/愛知県：第1231000868号/兵庫県：第281030278号
〔宅地建物取引業〕
　免許証番号：兵庫県知事（1）第204394号
〔労働者派遣事業〕
　労働者派遣事業許可番号：派28-301134
〔有料職業紹介事業〕
　有料職業紹介事業許可番号：28-ユ-300788
〔古物商許可〕
　兵庫県公安委員会：第631360900009号 

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

株式会社タカラサービス、タカラショップ株式会社、山中産業株式会社、
カワモト電建株式会社、KBジャパン株式会社

会社名

所在地

設立日

資本金

役員

社員数

許認可等

取引銀行

関連企業

L
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住設工事請負および住設資材販売

個人様・法人様問わず、全国のお客様を対象に住設資材を幅広く取り揃え、スピード対応にて販売
いたします。また工事のお見積りも承っており、お客様の様々なご要望に沿った施工を行い、ご満足
いただける住環境あるいはオフィス、店舗環境の実現をサポートしております。
各種分野に通じた有資格者がお客様のニーズをお伺いし、安心と信頼をご提供いたします。

Webサイト企画 / 設計 / 開発

Webサイト・サーバーの企画から設計・画面デザイン、システム開発およびサイト運用まで、Web構築
に関するすべてのプロセスをサポートし、サイトの種類、規模を問わず、お客様の特徴・ニーズにマッチ
したソリューションをトータルでご提案いたします。

決済システム開発全般

Webに関するあらゆる種類の決済に対応した、システムおよびネットインフラ環境の構築・運用・管
理など、より安全・安定した決済環境をご提案いたします。

ゴルフシミュレーターおよび弾道測定機開発・販売

高性能・多機能かつ多様なコースを楽しめる自社開発ゴルフシミュレーター「XswingGolf」および、
高性能・高精度ながら、小型で携帯可能なゴルフ用弾道測定機「SkyTrak」の開発・販売を行ってお
ります。最先端の性能と経済性を兼ね備え、国内メーカーならではの、行き届いたビジネス提案、設
置プランニング、保守サポートなどをご提供いたします。

3Dグラフィック / ゲームプログラミング

PCゲーム開発をはじめとする各種ゲームプログラミングや、各種ハードウェアの機能と連携したプ
ログラミングおよび３Dグラフィックの制作を行っています。お客様のご要望を聞き取りながら最適
なシステムをご提案し、様々な条件でお悩みのお客様を力強くサポートいたします。

住設資材貿易事業

これまで当社が培ってきた各国とのネットワークを活かし、国内の資材だけではなくLED照明など、
海外の各種住宅設備資材のご提案を行っています。海外の製造工場との強いパイプを活用すること
で、コスト削減を実現すると共に、お客様のニーズに合わせたOEM製品の受託も行っております。

海外不動産事業

当社では企業様の海外拠点の新規開設などの際、企業様が直面する現地の様々な事象に、円滑に
対応いたします。現地の事前調査や物件の選定、駐在員様の住宅仲介、海外での展開に関し、トー
タルでご支援しています。

ＤＶＤレンタルボックス事業

低コスト、省スペースにて展開できるDVD自動レンタル機「DVDstarbox」の販売、設置を行なって
います。ネット予約機能や決済機能など様々な機能を備え、ビデオレンタル、ベンダー業界に新たな
ビジネスをご提案いたします。

省エネ・環境事業

太陽光発電、エコキュート、LED照明、蓄電設備等のご提案から設計・施工まで、地球環境に優しく、
消費エネルギーやCO2排出量の削減を実現するため、安心でよりよい環境・空間づくりのご提供を
行っています。
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尼崎市久々知にて、川本電気工事を創業1991

尼崎市尾浜町に事業所を開設 それに伴い、カワモト電建有限会社を設立

一般内装工事、リフォーム工事を新規事業として展開

1997

設備工事全般を新規事業として展開
モデルハウスの内装工事を新規事業として展開

株式会社化に伴い、グローバルプロネット有限会社を株式会社GPROに社名変更

中国（大連、北京、深セン）に、ゴルフシミュレーターXswingGolfショールームを開設

株式会社GPRO「資本金を2億4,800万円に増資」

兵庫県宝塚市安倉北に宝塚営業所を開設

2000

2001

2003

2004

2002

モデルハウス事業、拡大に伴い関連会社を設立「有限会社ジップス」

インターネット販売事業、拡大に伴い関連会社を設立「株式会社タカラサービス」
インターネット販売にて電気設備機器の販売を新規事業として展開

大阪市中央区高津に岩盤浴店舗「コフレ」OPEN
大阪市中央区高津にTSS大阪営業所を開設

横浜市中区不老町にTSS横浜営業所を開設
販売部と工事部、分業に伴い関連会社を設立「タカラショップ株式会社」

可搬式簡易ラジウム岩盤浴ベッド（特許出願2005-334897）開発
それに伴い、電気式簡易岩盤浴ベッドの販売を開始

2005 床暖房製品の開発を新規事業として展開

2006

名古屋市中川区長良町にTSS名古屋営業所を開設
株式会社タカラサービス「資本金を3,000万円に増資」

電気設備機器販売から建築資材総合販売へと取扱商品の拡大
それに伴い、山中産業株式会社がTSS-Groupと業務提携

中国にて、ゴルフシミュレーター「XswingGolf」の販売を開始
それに伴い、現地法人を北京に開設

インターネット関連事業をTSS-プロネット事業とし、関連企業4社により建築資材総合販売の販路を拡大

XswingGolf（エックススイングゴルフ）商標登録出願（中国、韓国、日本）

宮城県塩釜市にTSS東北営業所を開設

グローバルプロネット有限会社「資本金を1億2,500万円に増資」
カワモト電建有限会社をグローバルプロネット有限会社に社名変更

省エネルギー& 環境対策事業部を本社に設置

電気工事業、分業に伴い関連会社を設立「カワモト電建株式会社」
グローバルプロネット有限会社「資本金を2億1,800万円に増資」

兵庫県尼崎市次屋にXswingGolfショールームを開設

TSS-電気式床暖房ecoパネルJET認証を得る
それに伴い、ecoパネルの全国販売を開始

DVD自動レンタル機製造元である、｢KYUNGBONG｣ と共同出資会社を設立「ＫＢジャパン株式会社」
それに伴い、DVD自動レンタル機の販売及びDVDレンタル事業を開始

自社開発ゴルフシミュレーター製品「XswingGolf」の販売開始
それに伴い、ゴルフ事業開発部を発足

韓国にて、不動産業、資材貿易業を新規事業として展開
それに伴い、韓国支店を開設（京畿道城南市盆唐区）
スクリーンゴルフAlbatross3日本販売代理店取得
それに伴い、TSS-Groupと共に全国営業開始

2009

2010

2011

兵庫県尼崎市南塚口にTSS本部事業所を開設
TSS-Group発足により、インターネット販売および工事共のトータルサポートを開始

2007

2008

2012

東京都台東区浅草にTSS東京本店を開設
それに伴い、東京本店にXswingGolfおよびLED製品のショールームを開設

ゴルフ弾道測定機「SkyTrak」のアメリカ、日本、同時販売を開始
それに伴い、同製品の(公社)日本プロゴルフ協会PGA推薦品認定を受ける

球技スポーツ全般、ボール飛弾検知装置メーカー、韓国「GSPI CO.,LTD.」と業務提携を締結

2013

2014

2015

AccuSport, Inc.製ローンチモニター販売開始
それに伴い、アジア地域に関する一切の業務を担う業務提携を締結

江蘇達倫電子株式会社（Jiangsu Dalen Electronic Co., Ltd.,）
「エルランテ」シリーズに業界初の「ecocloud(エコクラウド)」機能付きLED照明を追加

LED製品の独自ブランド、「エルランテ」シリーズの販売を開始
それに伴い、大阪中央区高津にショールームを開設
江蘇達倫電子株式会社（Jiangsu Dalen Electronic Co., Ltd.,）製LEDシーリングライトを
「エルランテ」シリーズに追加
それに伴い、日本国内に関する一切の業務を担う業務提携を締結

BPO業務を新規事業として展開
それに伴い、現地法人を大連（中国）に開設

TSS東京本店を東京都台東区東上野に移転
それに伴い、XswingGolfショールームを台東区東上野に移転
各社製品対応、野球シミュレーション専用のピッチングマシンを開発
それに伴い、意匠登録出願（中国、台湾、韓国、日本）
ゴルフシミュレーター設置ゴルフ練習場の完全無人化に対応したシステムを開発
それに伴い、同事業本部兼ショールームとしてゴルフ24東上野店を開設

SkyTrak（スカイトラック）商標登録出願（アジア全域）

名古屋市北区丸新町にTSS名古屋支店を開設
それに伴い、名古屋支店にXswingGolfおよびSkyTrakショールームを開設

労働者派遣業・職業紹介業の許認可取得
それに伴い、本社に事業準備室を設置

ゴルフシミュレーター新製品として、高速カメラを採用した天井取付タイプ「Xswing-GⅡ」を追加

ソフトウェア開発強化のため、ベトナム「MQ ICT SOLUTIONS,. JSC 」と業務提携を締結
それに伴い、アジア地域に関するソフトウェア開発、営業事業部を発足「アジアJV事務局」

2016

2017

株式会社GPRO「資本金を3億2,800万円に増資」

尼崎市昭和通に尼崎支店を開設
それに伴い、TSS法人営業部を設置し、XswingGolfおよびSkyTrakショールームを開設

不動産業の許認可取得
それに伴い、本社に事業準備室を設置

2018
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