
1/3

平成 20年 12 月 15 日

報道関係者各位 株式会社ヤマダ電機

News Release

ヤマダ電機 LABILABILABILABI１、高崎 LABILABILABILABI 新橋で“ハイグレード”ゴルフラウンドシュミレーター「 ＲＯＵＮＤ ＬＥＡＤＥＲ 」を販売開始！

●日本初！高性能高速度カメラでの計測で、ボールの動きを正確に計測。

「ドローボール」「フェードボール」「バックスピン」等、軌道を忠実に再現！

●国産製、国内１５０ヶ所以上の名門コースをバーチャルラウンド可能！

●「エンターテイメント性」に加え本格的「リアリティ」を実現！

★ヤマダ電機ＬＡＢＩ１高崎、ＬＡＢＩ新橋生活館で販売・試打コーナー設置！12/17（水）から試打開始！

●ヤマダ電機は、LABI 新橋生活館にて、平成２０年１２月17 日より、最新型・ハイグレードのゴルフラウンドシュミレーター

「 ROUND LEADER 」 （ラウンドリーダー） を試打コーナーに設置・販売いたします。

現在、シュミレーションゴルフは飲食店に併設された「ゴルフバー」や「アミューズメント施設」への導入が盛んに行われ、

集客力が注目されています。「 ROUND LEADER 」 は、高速度計測カメラでは日本有数の技術を誇るフローベル社

と、高詳細 3D コンピュータグラフィックス技術で実在するコースデータを持つデジタルゴルフ社で開発した“純日本製”シ

ュミレーションゴルフです。未だかつてない“本物”の臨場感を是非、ご体験ください！！

★“高速度カメラ”で計測、今までにない“最強” “ハイグレード”シュミレーター

●現在導入されている一般的なシュミレーションゴルフは、その殆んどが「赤外線センサー」での計測の為、スピード・方向・

角度のみの計測しかできず、実際の軌道とは程遠いものでした。その為、中・上級者やプロゴルファーの実用には至っ

ておりません。しかし、「 ROUND LEADER 」 は、“高速度カメラ”で計測する為、ヘッドスピード・ボールスピード・サイド

スピン ・バックスピン・打ち出し角度・ボール飛距離が正確に計測でき、プロが打つバックスピンがかかるショットまで正

確に再現します。今までにない“最強” “ハイグレード”シュミレーターです。

★信頼できるトップクラス国内専門メーカー製造

●また、他社製品の多くは海外製のため、トラブル対応や部品の取り寄せに時間がかかります。しかし、「 ROUND

LEADER 」 は、ハード・ソフト共に信頼できるトップクラスの国内専門メーカーが製造している為、迅速な対応が可能です。

★ＴＶ中継でも使用する高度３ＤのＣＧ映像で本物の臨場感！

●「 ROUND LEADER 」 は、操作も簡単でハイグレードな機能を装備、４人でプレー可能で、150 ケ所以上（標準装備

は 10 コース）の人気の高い実在の国内名門コースを航空測量・ GPS測量しており、天候モードも装備、臨場感あふれ

るリアルで美しい高度３Ｄの高詳細ＣＧ映像で、初心者からプロゴルファーまで満足できる完成度となっています。
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※別途 基本設置調整費用がかかります

【オプションコース例】

◆基本機器構成

■本体 （ソフトウェア 基本装備１０コース）

■センサー部＆上部 カメラ

■フットスイッチ

■プロジェクター

■スクリーン （４m×３m ｏｒ ３m×３m）

◆消費税込価格

￥７，１４０，０００

◆別途 基本設置調整費用

￥５２５，０００

※防御ネット別売

No. コース名 エリア

1 ANA ダイヤモンドゴルフクラブ 北ウィング 北海道

2 ANA ダイヤモンドゴルフクラブ 南ウィング 北海道

3 御前水ゴルフ倶楽部 美々クラシックコース 北海道

4 桂ゴルフ倶楽部 北海道

5 廣済堂札幌カントリー倶楽部 新コース 北海道

6 廣済堂札幌カントリー倶楽部 旧コース 北海道

7 廣済堂トムソン 北海道

8 クラシックゴルフクラブ 北海道

9 小樽カントリー倶楽部 北海道

10 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース 北海道

11 札幌国際カントリークラブ 島松コース 北海道

12 隨縁カントリークラブ 恵庭コース 北海道

13 ニドムクラシックコース・イコロコース 北海道

14 ニドムクラシックコース・ニスパコース 北海道

15 太平洋クラブ＆アソシエイツ 札幌コース 北海道

16 樽前カントリークラブ 北海道

17 表蔵王国際ゴルフクラブ 宮城県

18 利府ゴルフ倶楽部 宮城県

19 太平洋クラブ＆アソシエイツ 白河リゾート 福島県

20 太平洋クラブ＆アソシエイツ 江南コース 埼玉県

21 北武蔵カントリークラブ 埼玉県

22 鳩山カントリークラブ 埼玉県

23 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース 千葉県

24 姉ヶ崎カントリー倶楽部 西コース 千葉県

25 天ヶ代ゴルフ倶楽部 千葉県

26 一の宮カントリー倶楽部 東コース 千葉県

No. コース名 エリア

27 一の宮カントリー倶楽部 西コース 千葉県

28 市原後楽園ゴルフ＆スポーツ 千葉県

29 オークビレッヂゴルフクラブ 千葉県

30 小見川東急ゴルフクラブ 千葉県

31 上総モナークカントリークラブ 千葉県

32 勝浦東急ゴルフコース 千葉県

33 カナリヤガーデンカントリークラブ 千葉県

34 加茂ゴルフ倶楽部 千葉県

35 カレドニアン・ゴルフクラブ 千葉県

36 アクアラインゴルフクラブ 千葉県

37 季美の森ゴルフ倶楽部 千葉県

38 グリッサンドゴルフクラブ 千葉県

39 太平洋クラブ 市原コース 千葉県

40 ロイヤルスターゴルフクラブ 千葉県

41 ヌーヴェルゴルフ倶楽部 金谷郷コース 千葉県

42 ザ・カントリークラブグレンモア 千葉県

43 ジャパン PGA ゴルフクラブ 千葉県

44 大栄カントリー倶楽部 千葉県

45 太平洋クラブ 成田コース 千葉県

46 多古カントリークラブ 千葉県

47 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 千葉県

48 千葉カントリークラブ 野田コース 千葉県

49 富里ゴルフ倶楽部 千葉県

50 平川カントリークラブ 千葉県

51 船橋カントリー倶楽部 千葉県

52 本千葉カントリークラブ 千葉県
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株式会社ヤマダ電機 経営企画室 広報部 金子利昭 TEL:027-345-8947 FAX:027-345-8947

E-mail：ymd.syuzai@yamada-denki.jp

No. コース名 エリア

53
真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコ

ース
千葉県

54 真名カントリークラブ 真名コース 千葉県

55 森永高滝カントリー倶楽部 千葉県

56 米原ゴルフ倶楽部 千葉県

57 ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 千葉県

58 ザ・鹿野山カントリークラブ 千葉県

59 グレートアイランド倶楽部 千葉県

60 ラ・ヴィスタ ゴルフリゾート 千葉県

61 隨縁カントリークラブ 竹岡コース 千葉県

62 麻生カントリークラブ 茨城県

63 潮来カントリー倶楽部 茨城県

64 笠間カントリークラブ 茨城県

65 スパ＆ゴルフリゾート久慈 茨城県

66 サミットゴルフクラブ 茨城県

67 猿島カントリー倶楽部 茨城県

68 ジェイゴルフ霞ヶ浦 茨城県

69 新・西山荘カントリー倶楽部 茨城県

70 セベ バレステロス ゴルフクラブ 茨城県

71 セントラルゴルフクラブ 東コース 茨城県

72 セントラルゴルフクラブ 西コース 茨城県

73 セントラルゴルフクラブ NEW コース 茨城県

74 太平洋クラブ＆アソシエイツ 美野里コース 茨城県

75 新里美カントリークラブ 茨城県

76 かさまフォレストゴルフクラブ 茨城県

77 鷹彦スリーカントリー 茨城県

78 筑波東急ゴルフクラブ 茨城県

79 霞南ゴルフ倶楽部 茨城県

80 豊里ゴルフクラブ 茨城県

81 ノースショアカントリークラブ 茨城県

82 水海道ゴルフクラブ 茨城県

83 水戸レイクスカントリークラブ 茨城県

84 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県

85 太平洋アソシエイツ 大洗シャーウッドコース 茨城県

86 喜連川カントリー倶楽部 栃木県

87 隨縁カントリークラブ 鬼怒川森林コース 栃木県

88 杉ノ郷カントリークラブ 栃木県

89 太平洋アソシエイツ 佐野ヒルクレストコース 栃木県

90 太平洋クラブ＆アソシエイツ 益子コース 栃木県

91 つつじヶ丘カントリー倶楽部 栃木県

92 那須小川ゴルフクラブ チャレンジコース 栃木県

93 那須小川ゴルフクラブ トーナメントコース 栃木県

94
ニューセントアンドリュース ゴルフクラブ・ジ

ャパン
栃木県

95 馬頭後楽園ゴルフコース＆ホテル 栃木県

96 風月カントリー倶楽部 栃木県

97 紫塚ゴルフ倶楽部 栃木県

98 ロイヤルカントリークラブ 鬼怒川コース 栃木県

99 ロイヤルカントリークラブ 羽黒コース 栃木県

No. コース名 エリア

100 ロイヤルメドウゴルフクラブ 栃木県

101 赤城カントリー倶楽部 群馬県

102 赤城ゴルフ倶楽部 群馬県

103 小幡郷ゴルフ倶楽部 群馬県

104 甘楽カントリークラブ 群馬県

105 白水ゴルフ倶楽部 群馬県

106
太平洋クラブ＆アソシエイツ軽井沢リゾート

浅間コース
群馬県

107
太平洋クラブ＆アソシエイツ軽井沢リゾート

白樺コース
群馬県

108 太平洋クラブ＆アソシエイツ 高崎コース 群馬県

109 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース 群馬県

110 パルコール嬬恋ゴルフコース 群馬県

111 レーサム ゴルフ＆スパリゾート 群馬県

112 太平洋クラブ 相模コース
神奈川

県

113
隨縁カントリークラブ センチュリー富士コー

ス
山梨県

114 富士クラシック 山梨県

115 鳴沢ゴルフ倶楽部 山梨県

116 隨縁軽井沢ナインハンドレッド倶楽部 長野県

117 ザ・トラディションゴルフクラブ 愛知県

118 セントクリークゴルフクラブ 愛知県

119 スプリングフィールドゴルフクラブ 岐阜県

120 みずなみカントリー倶楽部 岐阜県

121 裾野カンツリー倶楽部 静岡県

122 太平洋クラブ 御殿場コース 静岡県

123 太平洋クラブ 御殿場ウエスト 静岡県

124 中伊豆グリーンクラブ 静岡県

125 隨縁カントリークラブ キャニオン上野コース 三重県

126 大阪ゴルフクラブ 淡輪コース 大阪府

127 池田カンツリー倶楽部 大阪府

128 伏尾ゴルフ倶楽部 大阪府

129 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース 兵庫県

130 有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース 兵庫県

131 有馬カンツリー倶楽部 兵庫県

132 ウェストワンズカンツリー倶楽部 兵庫県

133 北六甲カントリー倶楽部 東コース 兵庫県

134 北六甲カントリー倶楽部 西コース 兵庫県

135 グリーンエースカントリークラブ 兵庫県

136 ジャパンメモリアルゴルフクラブ 兵庫県

137 太平洋クラブ 宝塚コース 兵庫県

138 太平洋クラブ 六甲コース 兵庫県

139 高室池ゴルフ倶楽部 兵庫県

140 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース 兵庫県

141 滝野カントリー倶楽部 八千代コース 兵庫県

142 吉川インターゴルフ倶楽部 MECHA 兵庫県

143 太平洋クラブ＆アソシエイツ 有馬コース 兵庫県

144 黒潮カントリークラブ 36H 高知県
他


