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最新弾道測定機 SkyTrak



株式会社GPROは早い段階でゴルフの技術向上、日本ゴルフ市場の活性化に
着眼し、自社製品であるシミュレーションゴルフ機器「Xswing 」の開発を
始め、更にはAccusport社の提供する弾道測定機「Accuvector 」の取扱いを
行って参りました。

シミュレーションゴルフや弾道測定機においても、現在では様々な種類のセ
ンサーがある中で、弊社GPROとAccusport社はその独自に培った開発力を更
に活かし、２年に及ぶ研究開発を経て、既存の弾道測定機以上の測定精度を
有する、コンパクトサイズで低価格な新型弾道測定機「SkyTrak」の開発に
成功致しました。

はじめに

GPRO
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最新弾道測定機 SkyTrakについて
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SkyTrak

『SkyTrak』は高精度・機動性・携帯性・利便性を有し、クラブ
メーカー、クラブフィッター、各種ゴルフ練習場を始めティー
チングプロインストラクターの皆様からアマチュアプレイヤー
まで、幅広くご利用いただける製品として開発されました。

また、日本ゴルフ業界全体の活性化をコンセプトに、何時でも、
何処でも、誰にでもご利用いただけるように、他社測定機とし
て類を見ない価格帯でご提供致します。

『SkyTrak』のご利用によって、バックスピン量や打出角度等
のデータを瞬時に正確に分析し、最適なクラブの選択、また的
確なスイング指導を可能にする製品となっております。

GPRO



『SkyTrak』はゴルフスクール、ティーチングプロ、高校大学のゴルフ部等プレイヤーの
育成をされている指導者の方々をはじめ、屋外ゴルフ練習場やご自宅で日々スキルアップ
に励まれる一般ゴルファーの方々まで、幅広くご利用頂ける製品として生まれました。

GPRO
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SkyTrak営業展開
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2014年2月に開催された、第48回ジャパンゴルフフェア2014を始め、
韓国ゴルフフェア2014、中国ゴルフフェア2014へもSkyTrakを初出展
させて頂き、それぞれの展示会を大盛況のうちに終了致しました。

【ジャパンゴルフフェア2014】 【韓国ゴルフフェア2014】 【中国ゴルフフェア2014】

ゴルフフェアに出展

GPRO



(公社)日本プロゴルフ協会推薦品

日本プロゴルフ協会様が毎年開催する、2014年ＰＧＡティーチングプロ研修会へ
帯同し、『SkyTrak』試打会を全国13か所に渡って実施致しました。

多くのＰＧＡティーチングプロの方々から、『SkyTrak』の精度や機動性・携帯性
において、高い評価を頂き、2014年7月に当社『SkyTrak』弾道測定機は晴れて
「（公社）日本プロゴルフ協会推薦品」として認定されました。

＜JR内野ＣＣ(福岡県)＞ ＜有馬ロイヤルＧＣ(兵庫県)＞ ＜赤城国際ＣＣ(群馬県)＞

GPRO



SkyTrakをご愛顧のユーザー様一部ご紹介

GPRO
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SkyTrak精度検証
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TrackManとの比較テストにおいて、ほぼ同等レベルの測定値を実現

GPRO

TrackMan total spin(RPM) SkyTrak total spin(RPM)
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SkyTrakの特徴
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●バッテリー内蔵で、様々な場所や用途でのご利用が可能！！

●起動からご利用開始まで僅か15秒！！
●Wifi接続可能のためケーブル類が一切不要！！

●コンパクトボディーで持ち運びが便利！！

●過去に例を見ない低価格！！

GPRO



製品仕様

製品名 SkyTrak センサー カメラ

モバイル iOS ボールスピード 1～200MPH

PC Windows 打出角度 1～55度

接続 WIFI サイドアングル 0～20度

サイズ 147(幅)×173(高さ)×62(奥行) サイドスピン 0～4000 RPM

重量 725グラム バックスピン 0～12000 RPM

計測可能データ

・ボールスピード ・スピン軸

・打出角度 ・バックスピン

・サイドアングル ・キャリー

・サイドスピン ・ヘッドスピード

GPRO



商品名 SkyTrak TRACKMAN FORESIGHT GC2
接続方式 Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth
センサー形式 カメラ ドップラー カメラ
重量 725グラム 3200グラム 1750グラム
サイズ 147(W) 173(H) 62(D) 300(W) 300(H) 50(D) 140(W) 254(H) 76(D)
使用環境 室内外兼用 室内外別仕様 室内外兼用
測定値転送時間 即時 2秒 即時
測定値表示時間 2秒 5秒 2秒
クラブスピード測定 可能 可能 オプション品
充電器 汎用USB 専用アダプター 専用アダプター
価格 ￥265,000～ ￥2,500,000～ ￥1,200,000～

他社製品との比較①

GPRO
※当社参考価格（製品構成により異なります）



他社製品との比較➁
(SkyTrak VS ユピテル)

・ボールスピード
・打出角度
・左右打出方向
・バックスピン
・スピン軸
・サイドスピン

・ボールスピード
・打出角度
・左右打出方向
・バックスピン
・スピン軸
・サイドスピン

〔実測値〕

・ボールスピード
・ヘッドスピード
・ボールスピード
・ヘッドスピード

〔実測値〕

SkyTrak

ATLAS(GST-4)

・キャリー
・トータル
・ヘッドスピード

・キャリー
・トータル
・ヘッドスピード

〔表示可能データ〕

・キャリー
・ミート率
・キャリー
・ミート率

〔表示可能データ〕

6項目

2項目

3項目

2項目

合計:9項目

合計:4項目

『スピン・角度・方向』の測定でリアルな軌跡を描き、
リアルなシミュレーションゴルフを実現！！

『角度・方向・(スピン)』のデータが無ければ
軌跡を描写させるシミュレーション化は不可能。

※上記比較内容はATLAS（GST-4）に限ります。
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SkyTrakアプリケーションについて
~モバイル編~



SkyTrak

SkyTrakモバイル版アプリケーション

モバイル版PRO

３D練習場モード

フィッティングモード

GPRO

モバイル版Basic

モバイル版GAME

ベーシック版(データ分析機能）アプリ

ドラコン・ニアピン・ターゲット



GPRO

SkyTrakモバイル版価格構成

名 称 対 象

Basic版アプリ PRO版アプリ GAME版アプリ

料金
（税別）

備 考
データ

測定表示機能
3D

練習場
フィッティング
データ比較

ドラコン
ニアピン
ターゲット

SkyTrak モバイル版

SkyTrak
+

Basic版／PRO版
アプリ

● ● × 265,000 

GAME版アプリ ● × ● 未定 試用版現在リリース中
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SkyTrakアプリケーションについて
~PC(Xswing)編~



GPRO

SkyTrak PC版(Xswing) アプリケーション
北海道ブルックスカントリークラブ ● ○

石岡ゴルフコース ● ○

新居浜カントリー倶楽部 ● ○

朝霧ジャンボリー富士 ● ○

神戸三田ゴルフ ● ○

朝霧ジャンボリー駿河 ○

朝霧ジャンボリー甲斐 ○

習志野カントリークラブ_キング ○

取手桜が丘ゴルフクラブ ○

麻倉ゴルフ倶楽部 ○

山の原ゴルフクラブ ○

芦原ゴルフコース ○

ムロウ36宝池コース ○

富士スタジアムGC_南コース ○

佐用ゴルフ倶楽部_西-東コース ○

小野東洋ゴルフ倶楽部 ○

西宮六甲ゴルフ倶楽部 ○

神戸パインウッズゴルフクラブ ○

神戸カントリー倶楽部 ○

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ ○

基本セット

練習場練習場 アプローチアプローチ ターゲットターゲット

練習場練習場 アプローチアプローチ ターゲットターゲット

ニアピンニアピン 島モード島モード ５コース５コース

スタンダードパッケージ

プレミアムパッケージ：１５コース

プレミアムパッケージ（１５コース追加）のご利用はスタンダードパッケージのご購入が前提となります。

○プレミアム●スタンダード



GPRO

SkyTrak PC版(Xswing)価格構成

名 称 対 象

基本セット スタンダード
パッケージ

プレミア
ム

パッケー
ジ

スイング分析
料金
（税別） 備 考

練習場
アプローチ
ターゲット

ニアピン
島モード
5コース

追加
15コース

1カメラ
+

ソフトウェア

追加カメ
ラ

SkyTrak 
PC(Xswing)版

基本セット ● × × × × 550,000 
・基本ソフト
・PC
・27モニター

スタンダードパッケージ ● ● × × × 125,000 

プレミアムパッケージ
(追加ラウンドコース) ● ● ● × × 250,000 スタンダードアプリ必須

スイング分析

1カメラ
+

ソフトウェ
ア

× × × ● × 105,000 
・分析ソフト
・カメラセット
・三脚

追加カメラ × × × × ● 50,000 1セット（カメラ＋三
脚）

SkyTrakPC版についている基本モードは、「練習場」、「アプローチ」、「ターゲット」の3種類となります。

「ストローク (1コース)」、については期間限定の無料試用となります。



GPRO

SkyTrakセンサー保証について
メーカー保証について

メーカー保証
・機器の製品登録時より自然故障に限り1年保証となります。
・機器故障の際は代替機無しのメーカー預かり修理となります※代替機の貸出は不可です。
※メーカーへの発送費用はお客様負担とさせて頂きます（機器返却時の発送費用はメーカー負担と致します）
但し、自然故障と認められない場合及び消耗品交換の場合の発送費用はお客様負担となります。

その他

・機器納品はお客様ご指定の場所に郵送となります。
・納品後の機器お取り扱いについては、お客様ご自身でマニュアルなどをご参照ください。
・技術的なサポートはメールにてお受け致します。
※訪問納品及び機器取扱説明をご希望される場合は、別途45,000円の費用を頂戴致します。

※表示価格は全て税別

安心延長保証について

保証プラン 2年安心保証 3年安心保証

保証料 30,000円 42,000円 49,000円 65,000円

種類 自然故障 自然故障+物損故障 自然故障 自然故障+物損故障

修理上限金額 220,000円 自然故障対応に加え、
物損故障80,000円までの保証 220,000円 自然故障対応に加え、

物損故障80,000円までの保証

保証対象外 水濡・水没、故意、重過失等による故障、地震、津波、噴火、盗難・紛失、改造・加工、経年変化、国外での事故、
消耗品及び交換費用、訪問納品及び機器取扱説明、出張対応、お客様から出荷される発送費用

その他、保証 ・修理の際は機器預かり後に代替機を無償にて貸出します。※代替機返却時の発送費用はお客様ご負担となります。
・消耗品交換の際、通常価格より2割引とします。

※安心保証サービスは株式会社Warranty technologyより代行しています。




