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ワックドットコム
最大５台まで同時接続可能な高性能 Bluetooth GPSレシーバー
「Dual XGPS160 SkyPro Receiver」を発売！

株式会社ワックドットコム
2014年03月25日

株式会社ワックドットコム（本社：東京都千代田区 代表取締役：若林秀彦）はNamsung Corporate社（本社：韓国）と正規販売契約を締結し、Dual社製（Namsung Corporate
社の米国子会社） 「Dual XGPS160 SkyPro GPS Receiver」（以下Dual XGPS160/本製品）を販売開始致しました。
Dual XGPS160はGPSによる位置情報データを取得し、ワイヤレス（Bluetooth）で端末と接続する外付けGPSレシーバーです。
本製品はApple社のMade for iPad, Made for iPod, Made for iPhoneを取得しており、iOS標準の位置情報サービスを使用するほとんどのアプリケーションがそのまま動作可
能です。また、Bluetooth SPP（シリアルポートプロファイル）に対応したスマートフォンなどのデバイスにも広く利用可能です。
特に iPad Wi-Fiモデル、iPod touch などではリアルタイムにGPSの位置情報を取得することが可能となり、カーナビゲーションや、サイクリング、ジョギング、アウトドアなど
で幅広く活用することができる画期的な製品です。
本製品は弊社取り扱いで大変人気のあった「Dual XGPS150」の後継上位モデルであり、使い勝手はそのままに最大５台のデバイスにBluetooth経由で同時接続が可能と
なり、GPSデータを本体内部にロギングすることも可能です。
また、99チャンネルの高感度GPS/GLONASS対応のGPSチップを搭載し、より高い精度の位置情報を取得します。
今回ワックドットコムが正規輸入を行い、日本独自の仕様として日本国内における技適マーク（技術基準適合証明）の取得、日本語マニュアル、さらに１年間の保証付きで
販売する事により、消費者の方々に安心してご購入いただける製品となりました。
Amazonにて販売を行い、特別販売価格でご提供するキャンペーンを実施いたしております。
製品の詳細につきましては下記をご参照ください。

陸・海・空どこでも使える高性能GPS

充実の日本仕様！
① 日本語マニュアル



iPad, iPod touch, iPhoneに対応の大人気GPSレシーバーXGPS150の後継上位モデル。
使い勝手はそのままに最大5台のデバイスにBluetooth経由で同時接続が可能となり、GPSデーターを本体
内部にロギングも可能。※1

詳しい利用方法や、サポートについて記
載した日本語マニュアルが付属。
② １年保証と安心サポート





高速で高精度な位置計測を可能にするWAASに対応。
99-channelでより高感度。
GPSとGLONASSで、1秒間に10回位置情報を取得するのでリアルタイムな位置情報を取得します。※2
iPad 全機種, iPod touch 2Gen以降, iPhone 3G以降。iOS 3.0.1以上, iOS 7対応。
ほとんどのGPS対応アプリで利用可能で特にGPS非搭載のiPad Wi-Fi, iPod touch での使い勝手は抜群で
す。

ご購入後１年以内（製品保証期間）に故
障した場合は交換および無償修理のサー
ビスを受けられます。
カスタマーサポートセンターによるアフタ
ーサービス
③ 技適マーク（技術基準適合証明）を取得
ワックドットコムの取り扱う本製品は日本
の電波法に基づく技適マーク（技術基準
適合証明）を取得しておりますので、
安心して日本国内でお使いいただくことが
できます。
※同型製品であっても、弊社取り扱い品でない並
行輸入品等で技適マークのラベルが貼っていない
機器は、日本国内で使用すると電波法に抵触いた
します。ご注意ください。

※ロギングデータはApp Storeより "SkyPro GPS Status Tool" をダウンロードしてご利用になることが可能です。（無償提供）
※10Hzでご利用になる場合は対応のアプリケーションが必要となります。

小型軽量！高性能なGPSとバッテリーによる長時間動作
Dual XGPS160は5.5cm×7.0cm 71g のコンパクトサイズ。
GPS( WAAS/EGNOS/GAGAN/MSAS※ ) とGLONASSに対応。
99チャンネルでより高精度な位置情報が取得可能。ウォームスタート機能により、すばやくGPSを捕捉します。
※MSAS:運輸多目的衛星用衛星航法補強システム（日本）

Dual XGPS160 SkyPro GPS Receiver

バッテリーを内蔵しており、最長10時間の連続動作が可能。

さらに拡がるワンランク上の使い方。
Dual XGPS160はiOS標準の位置情報サービスを利用するアプリケーション全般で動作可能ですのでカーナビと
しての利用にとどまらず、フィットネス、ゴルフ、アウトドア、レジャーなど様々なシチュエーションで活用することが
できます。
さらに、iPhone5以上のテザリング端末やイー・モバイルやWiMAXなどのモバイルルーター機器を併用すること
で、GPSとインターネット接続が必要なアプリケーションも利用可能となり、iPadやiPod touchの活用の幅がグンと
拡がります。
※アプリケーションは本製品に含まれておりません。別途App Store℠からのご購入・ダウンロードが必要です。

製品名

「Dual XGPS160 SkyPro GPS Receiver」 米国Dual社製
発売日

2014年3月24日
価格

標準価格 23,000円（税別）
販売店・オンラインショップ

Amazon にて販売
URL ： http://catalyst.wac-jp.com/
※順次、家電量販店・大手オンラインショップへの販路拡大を予定
対応端末・動作環境

対応端末：
・iPhone 5s/5c/5 ～iPhone 3G
・iPod touch (第2世代～第4世代)
・iPad Air/mini を含む全世代
・Android、Windows等、スマートフォンやタブレット端末、WindowsやOS Xで動作しているノートパソコンにも対応しております。
※標準マップ、オンラインカーナビアプリケーション等、地図の表示、その他主要な機能においてインターネットの接続が必要なアプリケーションはiPhone5などのテザリング端末もしくはモバイルWi-Fi
等のインターネット通信機器を併用してください。
※Android端末の場合、XGPS160で取得したGPSデータを中継するためのアプリ（推奨：Bluetooth GPS）が必要になる可能性がございますので、必ずアプリケーションが使用できるかご確認ください。な
お、アプリケーションの確認につきましては、Android端末の各メーカーサポートにお問い合わせください。
※Android、その他のスマートフォンにおいてはBluetoothに対応していても、SPP (Bluetooth機能のSerial Port Profile)には対応していない可能性がございますので、必ずSPPに対応しているかご確認く
ださい。なお、SPPへの対応につきましては、Bluetooth製品の各メーカーサポートにお問い合わせください。

主な機能仕様

寸法(幅x高さx奥行 mm)



XGPS160 : 55.0 x 70.0 x 22.0
滑り止めパッド : 107.0 x 122.0 x 25.0

同梱物
・XGPS160本体
・滑り止めパッド
・シガーライター電源アダプタ
・USB充電ケーブル

XGPS160電圧


入力電圧 : 5V DC

シガーライター電源アダプタ電圧



入力電圧 : 12V DC ～ 30V DC
出力電圧 : 5V DC

GPS







GPSとGLONASSに対応
SBAS(WASS, MSAS, EGNOS, GAGAN)に対応
GPS : L1バンド 1575.42MHz
GLONASS : L1バンド 1598.0625～1605.375MHz
コールドスタート : 標準29秒内（視野良好）
ウォームスタート : 標準25秒内（視野良好）

日本版特別仕様
・XGPS160 OWNWER'S MANUAL
（日本語版：保証書付き）
その他
技適マーク（技術基準適合証明）
認証番号：208-140002

Bluetooth




CSRエンジン
バージョン : 2.1+EDR
範囲 : ～10m（視野良好）

内部バッテリー




容量 : 1400mAH
動作時間 : ～10時間 (接続端末1台につき)
充電時間 : ～3時間

キャンペーン販売のお知らせ

Dual XGPS160 SkyPro GPS Receiver の発売を記念し、Amazonでは特別価格でのご提供を行います。
① Amazon特別価格
定価 24,150円（税込み） ⇒ 特別価格 17,800円（税込み）
※税抜き定価：23,000円 2014/4月以降は新消費税8%が適用されます。

特記事項

・本製品にはiPad、iPod touchは付属しておりません。
・本製品にはアプリケーションは付属しておりません。
別途App Storeよりアプリケーションをご購入またはダウンロードが必要となります。
画像

パッケージ内容

パッケージ内容（日本特別仕様）

◆ Dual XGPS160 公式サイト（ワックドットコム）
◆ Dual XGPS160 米国公式サイト
◆ 株式会社ワックドットコム
◆ Namsung Corporation
◆ Dual Electronics Corporation

【株式会社ワックドットコム会社概要】
会社名
本社
設立
資本金
代表者
事業内容

：
：
：
：
：
：

株式会社ワックドットコム
東京都千代田区一番町15-8 壱番館4F
2000年5月17日
2,000万円
若林秀彦
ソフトウェアの開発・販売 コンピュータの周辺機器の販売

●本ニュースリリースについて
本ニュースリリースに掲載されている内容、製品情報、価格等については、製品の仕様変更、市場動向、社会情勢そのほかの事情により予告なく変更される可能性があります。
●記載されている会社名、商品名について
Dual は韓国および米国その他の国々で登録されたNamsung Corporationの保有するブランドです。
iPad,iPod touch, iTunes,Safariは米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
その他の記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本件、ニュースリリースに関するお問い合わせ
URL ： http:/catalyst.wac-jp.com/
E-mail ： catalyst@wac-jp.com

開発・販売元 ： 株式会社ワックドットコム
担当 ： 若林
TEL: 03-6380-8156
URL: http://www.wac-jp.com/

