News Release
2020 年 11 月 30 日
ダイヤ株式会社

ゴルフボールが電動で静かに自動返球されるパター練習マット

『ダイヤオートパット HD』を発売
～ ベント芝感覚でパット練習ができる約 1.8 倍高密度な人工芝※1 を採用～
ダイヤゴルフのブランドでゴルフ用品を展開するダイヤ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締
役：豊澤一誠）は、電動でボールが静かに自動返球される「静音オートリターン」機能を採用したパ
ターマット『ダイヤオートパット HD』を 2020 年 12 月 15 日に発売します。約 1.8 倍高密度な人工
芝※1 が実現する高速ベントグリーンの転がりを、ボール一つで繰り返し習得できる練習器です。

商品名

品番

本体価格

発売日

ダイヤオートパット HD

TR-478

13,000 円 (税抜)

12 月 15 日

新型コロナウイルスの影響により、自宅など室内で気軽にゴルフが上達する練習器具として、パタ
ーマットの需要が高まっています。しかし、パター練習は単調になりがちなので、継続できないとい
うゴルファーの声を聞きます。また、打ち終えたボールをカップまで取りに行き、アドレスの位置に
戻る繰り返しの動作は、集中力がポイントとなるパター練習においてストレスになります。
そこでダイヤゴルフは、打ったボールがアドレス位置に自動で戻る「静音オートリターン」機能を
採用した電動式パターマット『ダイヤオートパット HD』を発売します。マットには、約 1.8 倍高密
度※1 な人工芝を使用することで、ベント芝に近いボールの転がりを再現しています。また、
「返球距
離調節ボリューム」を搭載することで、本品の最大長約 2.5m に合わせた自動返球だけでなく、1m 程
度のショートパットのアドレス位置への返球調整も可能。習得したい距離に合わせた自動返球で繰り
返し練習できます。安定したパッティングストロークを習得するための 6cm 間隔の 2 本のガイドラ
イン（アライメントライン）を活用することで、方向性を意識したパッティング練習も可能です。
電源にはアルカリ乾電池だけでなく、USB-AC アダプター電源(別売)が使用できます。自宅のコン
セントを利用すれば電池切れの心配もなく、繰り返しパター練習が行えます。
※1：面積当たりの人工芝質量。当社従来品との比較。
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■ 「ダイヤオートパット HD」の商品特長
1. アドレス位置に自動でボールが戻る「静音オートリターン」機能
打ったボールが電動で自動返球されるので、ボールを 1 つ準
備すれば繰り返しパター練習ができます。
動作音が静かなので、
時間を気にすることなく自宅で練習可能です。また、ボールが
カップを外しても自動で戻る構造になっているため、上級者だ
けでなく初心者でも繰り返しストレスなく練習できます。

2. 高速ベントグリーン感覚で練習できる「約 1.8 倍高密度※1 人工芝」
約 1.8 倍高密度※1 な人工芝を使用することで、日本のゴルフ
場の約 90%を占めるベント芝に近いボールの転がりを再現し
ました。スティンプメーターの測定値は 11.8 フィート※2 と高
速グリーンでのボールの転がりを体感できます。
※1：面積当たりの人工芝質量。当社従来品との比較。
※2：スティンプメーター当社測定値。スピードは製品によって多少の変動があります。

3. 様々な距離のパット練習ができる「返球距離調節ボリューム」搭載
『ダイヤオートパット HD』は「返球距離調節ボリューム」を
搭載しています。ボリュームを左に回すことで返球距離を短く
し、右に回すことで返球距離を長くします。距離の目安は、約
1.0m から調整可能。本品の最大長に合わせた約 2.5m のパット
練習だけでなく、実際のコースで緊張する 1m 程度のショート
パットも繰り返し練習できます。
※3：返球の強さは約 3.5m まで調整可能。

4. 安定したパターを習得できる 6cm 間隔のガイドライン
マットの中央部には 6cm 間隔の 2 本のガイドライン（アライ
メントライン）を白い人工芝を編み込んで引いてあります。パ
ターをそのラインに合わせて「まっすぐ引いて、まっすぐ打つ」
を繰り返し練習することで、パットの際に重要な方向性がイメ
ージできるようになり、安定したパットを習得できます。

5. 高低差 2cm のなだらかで自然な傾斜
カップまでののぼり傾斜の高低差が 2cm となだらかなので
実戦に近い距離感で練習できます。また、フラットタイプなの
でボールがカップインする時の音も気になりません。

6. 電池切れを気にせず練習できる「USB-AC アダプター電源」対応
アルカリ乾電池による駆動だけでなく、電源に USB-AC アダ
プター(別売)が使用できます。自宅のコンセントを使用するこ
とで、練習時間や乾電池の残量を気にすることなく繰り返し練
習ができます。10 分操作がなければ自動で電源が OFF になる
省エネ設計になっています。
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■ 商品仕様
商 品 名

ダイヤオートパット HD

品

番

TR-478

素

材

本体：ポリプロピレン・ABS 樹脂

マット：ポリプロピレン

芝タイプ

人工芝

寸

本体寸法：長さ約 271cm×幅約 29.5cm×高さ約 6.5cm
芝部分寸法：長さ約 250cm×幅約 25cm

法

本体質量
電源

約 1.5kg
USB 電源駆動：USB-AC アダプタ使用(別売）
乾電池駆動：単 3 アルカリ乾電池ｘ4 本使用(別売)

本体価格

13,000 円(税抜)

発 売 日

2020 年 12 月 15 日

Ｊ Ａ Ｎ

4901948044957

・商品紹介・動画 URL ：
https://www.daiya-idea.co.jp/golf/practice/4901948044957-2/
・当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL:
https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948044957/
・当社公式ショッピングサイト(Yahoo!ショッピング) URL:
https://store.shopping.yahoo.co.jp/daiya-idea/tr-478.html
・amazon.co.jp 当社ストアページ URL:
https://www.amazon.co.jp/daiya_golf
・取扱い場所 ： 全国のゴルフショップ、スポーツショップの一部店舗、インターネット通販等

■ 姉妹商品『ダイヤパターグリーン HD』シリーズ
ダイヤパターグリーン HD2020
ショートパットを決めるための「タッチ」と 6cm 幅のガイドラインで「方向性」が習得でき
るパターマット。サイズ ： 長さ約 2m×幅約 20cm
・商品紹介ページ URL : https://www.daiya-idea.co.jp/golf/practice/4901948044865-2/
ダイヤパターグリーン HD3230
ミドルパットを決めるための「タッチ」と「方向性」が習得できるパターマット。3 通りの
練習方法が行える 3 ステップラインを採用。サイズ ： 長さ約 3m×幅約 32cm
・商品紹介ページ URL : https://www.daiya-idea.co.jp/golf/practice/4901948044872-2/
ダイヤパターグリーン HD4030 (当社公式ショッピングサイト限定)
自宅のインテリアにもなじむ新色人工芝を使用。パッティングラインをイメージできる 6cm
幅の淡色ガイドラインで方向性を身に付けられる。サイズ ： 長さ約 3m×幅約 40cm
・商品紹介ページ URL : https://www.daiya-idea.co.jp/golf/practice/4901948044889-2/

■ ダイヤ株式会社
所在地
：
代表者
：
事業内容
：
ホームページ：

〒164-0001 東京都中野区中野 2-2-4
代表取締役 豊澤 一誠
ゴルフ用品、家庭用品、ベビー用品などの企画開発販売
https://www.daiya-idea.co.jp/
＜お問い合わせ先＞
ダイヤ株式会社

TEL : 03-3381-5454 受付時間 :
E-Mail : tk.de@daiya-idea.co.jp

10:00－12:00／13:00－16:00（土日・当社休日を除く）
問い合わせフォーム : https://www.daiya-idea.co.jp/contact/
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