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1. 1. 企業案内企業案内

会社名

(設立日)

(株)JBL

(2002年4月1日)
代表者

イ・ジュンベ

李 準 培

技術分野 電気・電子 主な生産品
インバータ、PLC、半導体精密部品、

ゴルフ練習場用自動化機器

資本金 150百万ウォン
売上高

9 188百万ウォン資本金 150百万ウォン
(2010年)

9,188百万ウォン

住所 忠清北道清原郡江内面台城里69-17番地

Homepage www.juntech.kr E-mail juntech@juntech.kr

TEL 82-43-237-6191~4 FAX 82-43-237-6195
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2. 2. 技術案内技術案内

技術概要

＜背景＞

•経済成長と週休二日制の実施に伴い、現代人の余暇時間が増えている。特に、国内プロゴ

ル のメジ 大会における活躍はゴル の急速な大衆化を促し それと相ま てゴル 練習ルファーのメジャー大会における活躍はゴルフの急速な大衆化を促し、それと相まってゴルフ練習

場の市場規模も大きく増加した。

•そこで(株)JBLは、最高の技術と品質でゴルフ練習場用自動化システムを開発し、ゴルフ練習

場の管理者に安定的なシステムを提供するとともに合理的かつ効率的な練習場の運営をサ

ポートする一方、利用者には能率的なゴルフ練習環境を提供し、管理者および利用者から高

い関心が寄せられている。また、最近はITの発達によって最先端のスクリーンゴルフ場が拡大しい関心が寄せられている。また、最近はITの発達によって最先端のスクリ ンゴルフ場が拡大し

ている傾向にあることから、(株)JBLもスクリーンゴルフ場に適したシステムを開発し、国内外に納

品する計画である。

⇒(株)JBLのゴルフ練習場用自動化システムを構成している製品としては、ゴルフボール自動

供給装置、ボール分配機などがある。
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2. 2. 技術案内技術案内

技術の特徴

• ゴルフボール自動供給装置

- 冷延鋼板(CR)に粉体塗装および亜鉛メッキを施し、器具の腐食がなく耐久性に優れる。

特殊熱処理後に研磨工程を経た軸受鋼材質のため 動作時に騒音がなく寿命が永久的- 特殊熱処理後に研磨工程を経た軸受鋼材質のため、動作時に騒音がなく寿命が永久的。

- ACサーボモーターを使用して動作誤差がなく長持ち。

- 約60個のボールが収納でき、機器の高さ190mmで階高問題を解消。

スライドプレ トの往復運動によってボ ルの絡み合いを解消- スライドプレートの往復運動によってボールの絡み合いを解消。

- 左右均等にボールが取り込まれ、ボールの損失なし。

- 制御基板と完全に分離した形で、静電気およびその他衝撃からコントロール部を保護。

ティーアップ装置の着脱が簡単なため 器具の点検が速やかにできて便利- ティ アップ装置の着脱が簡単なため、器具の点検が速やかにできて便利。

ティーアップ装置部 ボール供給装置部

自然傾斜による集球

およびボール取り込み
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2. 2. 技術案内技術案内

技術の特徴

• 全自動ティーアップマシン

- 機器高さ180mm(埋設ボックス185mm) : 施工費削減(スーパーデッキ開口不要)

ティ 高さ0 60 無段階調整 ヘッドが大きいドライバ に完璧に対応(エルボ 防止用ブラシ使用可能）- ティー高さ0-60mm無段階調整 : ヘッドが大きいドライバーに完璧に対応(エルボー防止用ブラシ使用可能）

- 光センサー使用 : 故障がなく寿命が長いし、動作が確実

- 特殊熱処理メッキ : 腐食がなく耐久性に優れる

- ボール導入部に緩衝装置を装着 : ティーアップ機に対しての衝撃防止装置ボ ル導入部に緩衝装置を装着 ティ アップ機に対して 衝撃防 装置

- 金型製作及びレーザー加工で全ての部品の誤差を極小化

ティアップ機 シュート部 緩衝装置ティアップ機 シュ ト部 緩衝装置
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2. 2. 技術案内技術案内

技術の特徴

• 半自動ティーアップマシン

- ボールボックス、制御部、供給部一体型のデザイン

ボールボックス内に200個以上のボールを収納可能- ボールボックス内に200個以上のボールを収納可能

- ドラム式のボール供給モーター装着で、安定的なボール供給および騒音を最小化

- マイコン制御による全自動の駆動方式

ボール供給モーター
制御基板

傾斜路

供給
（ドラム方式） 制御基板

半自動ボール供給部
(内部)(内部)
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2. 2. 技術案内技術案内

技術の特徴

• ボール分配機

- 1台当たり2打席/4打席制御 : 施工費削減、スペース確保

ミ クスモ タ 装着 撹拌作用によ てボ ルの絡み合い解消- ミックスモーター装着 : 撹拌作用によってボールの絡み合い解消

- ボール収納部/制御部/器具部分離 : メンテナンスが簡便で機器間互換性あり

- ボール容量700個以上 : 緊急時は2時間以上使用可能

緩衝ブラシ装着 ボ ル落下による騒音および衝撃を抑制(ボ ルの摩耗を防いで長持ちさせる)- 緩衝ブラシ装着 : ボール落下による騒音および衝撃を抑制(ボールの摩耗を防いで長持ちさせる)

- 打席間互換 : 管理が簡単で緊急時の対応が迅速

4W 構造2Way構造 4Way構造

韓国技術ベンチャー財団

8



2. 2. 技術案内技術案内

従来技術との比較

• 国内外の競合社および技術

-ナノテック

世界 最初にゴル 練習場 オ トテ プシ テムを開発した 本 池本社と 共同開発製品をもとに世界で最初にゴルフ練習場のオートティーアップシステムを開発した日本の池本社との共同開発製品をもとに、

電算管理システムをリードする日本のオニット社の技術を融合させ、ゴルフ練習場無人自動化関連技術を保有

しており、製品としては室内外全自動ティーアップシステム、コンベアシステム、ボール自動販売機などがある。

-テグァン産業

1988年のゴルフボール自動供給装置Caddie Masterを皮切りに、現在約3000ヶ所の取引先と34件の特許およ

び認証を保有しており、最近スクリーンゴルフ場の代名詞となっているGOLFZONに合うゴルフボール自動供給装

置を開発・供給している。代表的な製品としてはゴルフボール自動供給システム、スクリーンゴルフ、ゴルフ練習場

自動化システムなどがある。

• 競合品の動向

スクリーンゴルフが一種の娯楽文化として根づく中、スクリーンゴルフの需要が増え続ける傾向にある。このため、ゴ

ルフボール自動供給装置もスクリーンゴルフ練習場に合わせて製品が出回っている。
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2. 2. 技術案内技術案内

従来技術との比較

• 従来製品との差別点

- ボールボックス内で一列に供給されるゴルフボールを360°回転するバケットがティーアップ機側にすくい上げ、ゴルフボール自動供

給装置の高さを最小限に減らせる。給装置の高さを最小限に減らせる。

- ボールボックスの底板とバケットをリンクによって接続し、底板に三角バー形状の絡み合い防止具を装着することにより、バケットの

動きに応じて底板および絡み合い防止具が前後に往復運動し、ボールボックス内のボールが絡み合ったり挟まったりしないようにで

きる。きる。
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2. 2. 技術案内技術案内

技術の適用範囲および応用分野

No. 製品名 モデル名 適用範囲 製品写真

室外練習場用で、利用者の選択に
よってティ の高さを希望の位置に調

1
全自動ティーアップマシン

(Auto Tee-Up Machine)
JT-GTU01

よってティーの高さを希望の位置に調
節でき、無段階ティーアップ/ダウン動
作のメカニズムで故障および点検要素
を最小化して設計された装置。

2
半自動ティーアップマシン

(Semi Auto Tee-Up 
Machine)

JT-GTU02

室外練習場用で、ゴムティー上から
ボールが取り除かれるとティーアップセン
サーはボールがないことを感知し、ボー
ルボックスに自動的にボールを供給。Machine)
騒音を最小化するように設計された
装置。

室内用オートティーアップ
室内練習場およびスクリーンゴルフ場
用で ボ ルの回収と供給が全自動

3

室内用オ トティ アップ
マシン

(Inside Auto Tee-Up 
Machine)

JT-GBA01
用で、ボールの回収と供給が全自動
で行われ、大きさを最小化して器具を
埋め込めば安全はもちろん、広くて快
適な打席環境を確保。
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2. 2. 技術案内技術案内

技術の適用範囲および応用分野

No. 製品名 モデル名 内容 製品写真

室外練習場用で、ティーアップ機に

4
ボール分配機

(BALL DISPENESER)
JT-GBB02

ボールを正確に1個ずつ供給するス
トッパー(Stopper)があり、埋込ホー
ス内にボールを詰まらせることなくス
ムーズに供給。

5
ボール洗浄機

(BALL DISHWASHER)
JT-GBC01

室内外練習場用で、ボール移送
レール方向に2つのブラシが回転し
ながらボ ルを洗浄 他社よりボ(BALL DISHWASHER) ながらボールを洗浄。他社よりボー
ル洗浄力に優れる。
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3. 3. 市場現況および展望市場現況および展望

国内市場現況および展望

• 国内ゴルフ場産業は所得増大に伴うレジャー需要とゴルフの大衆化で大幅に成長

国内ゴルフ場の売上高規模は2005年の2兆1,565億ウォンから2010年には3兆2,338億ウォンと50%増加

- 「会員制ゴルフ場」売上高は1兆7,557億ウォンから2兆2,953億ウォンと30.7%増加したが、市場全体の売上高に占める割合

は81.4%から71.0%に減少

- 「パブリックゴルフ場」は会員制ゴルフ場に比べて価格競争力が高く、売上高が3,209億ウォンから8,445億ウォンへと2倍以上

急増し、全体売上高に占める割合も14.9%から26.1%に増加

- 「軍用ゴルフ場」売上高は800億ウォンから940億ウォンへと小幅に増加

• 国内ゴルフ場産業は所得増大に伴うレジャー需要とゴルフの大衆化で大幅に成長

2009年と2010年の売上高は3兆2,269億ウォンと3兆2,338億ウォンで、それぞれ前年比3.7%、0.2%の増加にとどまり、売上高の

増加率は鈍化している増加率は鈍化している

- 会員制ゴルフ場は2010年に売上高が初めて減少(-1.3%)し、パブリックゴルフ場の売上高は増加傾向(+5.5%)を維持
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3. 3. 市場現況および展望市場現況および展望

国内市場現況および展望

- 2010年の室内練習場売上高は3,538億ウォンで前年より1.9%増加し、室外練習場は7,138億ウォンで1.2%の増加にとどまる

ゴルフ練習場の売上高はスクリーンゴルフ練習場の増加で最近売上高が鈍化

[ゴルフ場売上高の推移] [ゴルフ練習場売上高の推移]

(十億ウォン)
会員制ゴルフ場 パブリックゴルフ場 軍ゴルフ場 室内練習場 室外練習場

売上高増加率

資料：レジャー白書2011 注）2009年以降はスクリーン練習場の売上除く
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3. 3. 市場現況および展望市場現況および展望

日本の市場現況および展望

• 経営効率化を模索中にあるが、2011年の自然災害でゴルフ産業萎縮の見通し

経営悪化のためにゴルフ場の経営をアウトソーシングするケースも見られ、資本と経営能力のある企業がゴルフ場を買い取る

中で経営効率化を図るなど ゴルフ産業のリストラが続いている中で経営効率化を図るなど、ゴルフ産業のリストラが続いている

しかし、2011年3月に発生した大地震と津波、原発事故によってゴルフの需要は一層減少したと推定され、今後ゴルフ産業

はますます萎縮する見通し

• ゴルフ場利用人口は減る一方、スクリーンゴルフの需要は続く見通し

ゴルフ場に比べて費用が安く、時間的制約も少ないスクリーンゴルフ場は大幅に増加。今後の需要も堅調と予想される

スクリーンゴルフ場の打席数は2009年の11,541打席から2010年には14,728打席と27.6%増加

スクリーンゴルフ練習場が一種の娯楽文化として根づく中、スクリーンゴルフの需要増加は続くと予想され、景気回復期にゴル

フ場の需要拡大に寄与する見通しフ場の需要拡大に寄与する見通し
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3. 3. 市場現況および展望市場現況および展望

国内外の製品販売実績(契約含む)

単(単位:百万ウォン)

区分 2011年度 2012年度 2013年度 合計

国内 60 61 60 61国内 60 61 60 617

国外 22 22

合計 60 61 82 639

• 適用例

合計 60 61 82 639

金浦市場基洞の双竜 ソウル市典農洞のレミアン 清州市社稷洞のプルジオキャッスル
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3. 3. 市場現況および展望市場現況および展望

売上高現況

単(単位:百万ウォン)

区分 2011年度 2012年度 2013年度

売上高売上高 8,592 9,299 9,188
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4. 4. 権利取得現況権利取得現況

国内および海外の出願・登録現況

番号 出願状態 特許番号 出願日 特許名

1 登録 10-0656183 2005-11-21 ゴルフボール自動供給装置

2 登録 10-0939930 2008-12-08
ボールの絡み合い防止機能を持つゴルフボール自

動供給装置

3 登録 10-0974242 2009-08-26 設置高さを減らせるゴルフボール自動供給装置3 登録 10 0974242 2009 08 26 設置高さを減らせるゴルフボ ル自動供給装置
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4. 4. 権利取得現況権利取得現況

ノウハウおよびその他保有技術の現況

• 実用新案3件

番号 区分 登録番号 出願日 特許名

1 実用新案 20-0316437 2003-03-26 ゴルフボール自動回収供給装置

2 実用新案 20-0391702 2005-05-09 ゴルフボールティーアップ装置

3 実用新案 20-048146 2005-11-21 ゴルフボール落下速度調節器
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4. 4. 権利取得現況権利取得現況

ノウハウおよびその他保有技術の現況

加工部品がすべて生産できる設備を自社で保有• 加工部品がすべて生産できる設備を自社で保有。

• 組立ラインによってお客様にワンストップ製造サービスを提供。

• 多年にわたり蓄積された産業用電気/電子分野の生産技術力と優秀な人材を保有。

• ISO 9001、ISO 14001を取得してお客様に高品質かつ環境にやさしい製品を提供。

• ベンチャー企業として登録し、対外的に技術力を認められている。

射出分野のプラスチックと関連した国際規格であるUL認証取得• 射出分野のプラスチックと関連した国際規格であるUL認証取得。
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