Segway PT for Golf course
®

ゴルフ場で利用されているSegway PT

The most innovative way to cruise the course

Segway® PT for Golf course
世界中のゴルフ場で利用されているSegway® PT
Segway ® Personal Transporter (PT) は、
アメリカを始めとした世界中の
ゴルフ場にて様々な用途で運用されています。
例えば、ツーサムプレー、
レッスンプロとのトレーニングプログラムなど、
ニーズの多様化に対応可能なセルフカートとしての利用。
さらには静粛性
能や高い視点からの巡回など、有効的なスタッフツールとしても高い評価
を得ています。

x2 ゴルフ向けパッケージの特長
■

他のゴルフコースと差別化を図ることができます

■

保管、
メンテナンスが容易な運用ができます

■

付加価値、
さらには収益を創り出します

■

少ない充電コストに加え、環境にも優しい乗り物です

■

芝に与える影響が少なくなります（裏面参照）

Segway PT x2

ゴルフ向けパッケージ
販売価格 ¥ 1,125,000（税抜き、別途保険料が必要）

導入事例
Segway PT x2 ゴルフ向けパッケージは、先進的なブランドイメージの発信により、他のゴルフ場との差別化を図ることが可能な次世代
カートです。
また、Segway PTの導入は、
コースのブランド価値向上につながります。

25那須ゴルフガーデン

プレイヤー利用

プレイヤーは30分〜1時間程度の講習を事前に受講すること
で、その後はフェアウェイへ乗り入れて新感覚のラウンドを楽
しむことができます。

浜松シーサイドゴルフクラブ

スタッフ利用

セグウェイに乗ったフィールドテクニシャン*が、迅速な移動で
お客様のプレーをサポート。
*キャディとスタッフの中間的役割

プレイヤー利用

スタッフ利用

芝へのダメージ軽減を考慮した低圧芝用タイヤを装着すること
により、従来のゴルフカートに比べ重量の軽い次世代ツールと
しての利用が期待されています。芝の上を駆ける新しい体験は
ボールからボールへの移動をスムーズにするだけではなく、
まる
で乗馬をしているかのような爽快感をゴルフに付加します。

プレイヤーに限らず、
スタッフによるコース内の巡回、保守点検
業務など日常のゴルフ場業務にも利用でき、ホスピタリティー
の向上につながります。
実際の運用検証も兼ねたスタッフ利用などの業務向け導入か
ら、順次、
プレーヤーの利用へとスキームを構築する段階的な
導入もお勧めします。

その他導入コース： 佐用ゴルフ倶楽部

その他導入コース： 吉川インターゴルフ倶楽部

講習制度

ご購入者及びすべてのセグウェイ利用者は、認定インストラクター※から初心者講習を受講することが定められております。
講習制度は運転スキルの向上に限らず、モラルやリテラシーの構築という面でも効果が出ています。
この講習の徹底により
高い水準での安全運用が保たれることは、ディズニーワールド、シカゴ警察などの多くの導入事例で示されております。
※セグウェイジャパン株式会社より認定されたものを指し、ライセンスカードの掲載によって証明されます。

Case Study

Palmetto Dunes

芝に優しい移動手段の導入で差別化を図る
Palmetto Dunes （サウスカロライナ州ヒルトンヘッド )
ヒルトンヘッド島には、ゴルフ界の著名なコース設計者や

Pellerin 氏のスタッフは、各ゴルファーを対象に15 〜30 分

名選手によって設計された20 以上もの素晴らしいゴルフ

のトレーニング・プログラムを実施します。
ゴルファーは、
ス

コースが存在します。Palmetto Dunesは、
このヒルトンヘッ

タート時間の30 分前にコースに到着して、コース上での

ド島の数あるリゾート施設の中でも最も人気のある施設で

Segway PTの操縦方法を学びます。
スタッフは、
ゴルファー

あり、
どのレベルのゴルファーにとっても挑戦意欲を誘う3

が違和感なく自信をもって確実に乗車できるように個別に

つのコースを有しています。

指導します。Segway PTに乗車したゴルファーは、
コース内

長年にわたり、Palmetto Dunesは、その施設の拡充やサー

を素早く移動できるようになります。

ビスの向上を継続的に行ってきたため、一流の非常に優れ

「Segway PTを使用したプレー速度は、ゴルフカート使用

た施設として知られるようになりました。2006年には、施設

時と同じか、あるいは早くなっています。」
とPellerin氏は述

拡充やサービス向上の一環として、
ゴルフ施設では革新的

べています。
「芝に関しても、
これまで問題は発生していま

なSegway PTの採用を決めました。

せん。
ゴルファーはSegway PTによるプレーを非常に楽し

Palmetto Dunesのゴルフセールスおよびプロモーション・
ディレクタであるChip Pellerin氏は、Segway PTの導入に
よって同島の他のゴルフ場との差別化を図ることができ、
芝に負担をかけることなくゴルファーが円滑に移動できる

んでおり、自宅に帰ってからも友人にPalmetto Dunesでの
体験を話しているようです。競合する他のリゾートとの差別
化を図る方法を常に探していましたが、その答えを見つけ
ました。非常に優れたマーケティング・ツールです」

ようになったと述べています。

全ての年齢層にアピールするSegway PTで
リピータ顧客を獲得
Pellerin氏はスタッフとともに、Segway PTを利用する際の
規則や手順を確立させ、ゴルファーへのサービス提供を
開始しました。Segway PTは、Robert Trent Jones、George
Fazi o および Arthur Hills の3 つのコースで導入され、以来
休みなく活用されています。ゴルファーがSegway PTを
使用したい場合は、
1ラウンド分のグリーンフィーの他に使用
料金を支払います。

課題
・同島の他のゴルフコースとの差別化を図る
・芝に優しい手段を採用しながら従来のゴルフプレー速度
を保つ

ソリューション
・12台のSegway PTを導入して、
リゾート内の3つのコース
に 4台ずつ配備
・PR活動、広告およびWebサイトを通じてSegway PTを

「お客様からの反応も極めて好意的で人気も高いです。」
と
Pellerin氏は述べています。
「Segway PTの乗車はユニーク
な体験であるため、多くのプレイヤーが朝に予約を入れ、
1ラウンドをプレーして戻ってくると、さっそく次の日の予約
を入れています。人気も上昇しており、Palmetto Dunes が
注目を集めるきっかけにもなっています。弊社のWebサイ
ト、ニュース・リリース、
さらにはメールなどにもSegway PT
を掲載しています。空港でのディスプレイ用に新しい広告
も作成しました。評判は広まり、
コース上でもあらゆる年齢
層のお客様が利用しています。全ての人にアピールする乗

宣伝

顧客へのメリット
・Palmetto Dunesは、
ゴルフコースとして東海岸で初めて
Segway PTを導入した
・Palmetto Dunesの広大な敷地における強化された視認性
・リピータによるSegway PTの予約および紹介の増加
・ゴルフ施設での新たな収入源の創出
・芝に優しい走行
・プレー速度の維持または短縮

り物のようです」

その他のゴルフ場での利用実績
USA Courses

International Courses

Tiburon Golf Course
Westin Kierland Resort & Spa
Santa Teresa Golf Course
Gold Creek Golf Resort
Lantana Golf Club
Mayfair Lake Golf & Country Club
Raptor Bay
Red Barn Golf Course
Westhaven Golf Club
Wolf Creek

GC De Dorpswaard
Rottaler Golf & Country Club
Golf Emporda
Golf Salobre
Boughton Golf Club

他

一般的なゴルフカートとSegwayPTによる
同一条件での芝走行テスト結果
（走行回数 210回）

x2 Turf model
アクセサリー

スコアカードホルダー

※ アクセサリーは下記以外にもご用意しております。

アクセサリー・バー

ハンドルバー・バック

30,000円

ゴルフバッグキャリア

Segway広告用ボード

450,000円

ホイール広告面を
回転させずに一定表示

アドキャップ

95,000円

芝用タイヤ

x2
ゴルフ向けパッケージ

ヘルメット（ロゴ入り）

マットブラック・ブラック・ホワイト

1,125,000円

i2 model

各色

※ ゴルフバッグは含みません。

15,000円

※ 広告面のフィルムおよびフィルムデザイン
は含まれません。

※ 広告用ボード、
アドキャップはi2限定アクセ
サリーです。

x2 turf model

color : Black / White
i2 model 運用に際しての注意事項
・スタッフ用として推奨しています
・芝用タイヤではないため、
カート路
での走行が中心となります
・x2 modelに比べ、倍程度の距離を
走行できます（状況により変化）

i2 基本モデル
935,000円

警備向け
パッケージ

工場・物流向け
パッケージ

一般業務向け
パッケージ

1,005,000円

995,000円

975,000円

・Segway広告用ボードの利用が可能
です

x2 芝用モデル
1,005,000円

※ 価格はすべて税抜きです。 ※ 別途保険料が必要です。 ※ 写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。

国内正規総販売代理店
〒231-0002

セグウェイジャパン株式会社

横浜市中区海岸通 4-24 万国橋 SOKO 303

TEL：045-263-6151（代表）
FAX：045-681-6977

http://segway-japan.net

TEL：045-263-6152（カスタマーサポート）
受付時間 9:00 〜 17:00（土日祝日年末年始除く）

© 2009 Segway Japan, Ltd. All rights reserved. 仕様は予告無しに変更される場合があります。 SEGWAY、SEGWAYのロゴは米国Segway社の登録商標です。
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お問い合せ
土木建設機械賃貸・販売・修理

武部機械リース株式会社
〒929-1332 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻六136
TEL 0767-28-2567(代表) http://www.takebekikai.jp
FAX 0767-28-2045
セグウェイ事業部

http://www.segway.takebekikai.jp

