
RACING 
SIMULATOR
ONE-STOP 

SERVICE

twitterホームページ ブログ
（情報配信中）

お問合せ先
e-mail： msl-team@motorsport-lab.com
TEL：　050-5809-6484
HP： 　www.motorsport-lab.com

http://www.motorsport-lab.com


―「本物を追求する」ドライバーのために―



SIMDRIVE Pro-Y Entry spec Pro spec

モーション
有り

（ピッチ＋ロール＋ヒーブ＋ヨー）

ステアリング
ノーマルスペック

標準モーター
ハイスペック

高トルクモーター

ペダル
ノーマルペック
標準3ペダル

ハイスペック
高踏力3ペダル

ディスプレイ 31.5inch湾曲×3画面　144Hz, 1ms高速応答

シート フルバケットシート（アジャスタ付き）

電源 1500W×2　(+500W×1)

キャスター移動 可能

組立 済

希望販売価格
（税別）

¥3,800,000 ¥4,000,000

為替等の影響により、価格が変動する可能性が御座います。最新の状況については、お問合せください。

プロのエンジニアがプロドライバーに贈る、最高峰機。無駄を省いた小型設計
ながら、路面の勾配や起伏、リアグリップを腰と腕で感じる限界アタックを可能に。

SIMDRIVE Pro-Y
プロのエンジニアが上級ドライバーに贈る、ハイスペック機。約１畳の小型設計※
ながら、路面の勾配や起伏を腰と腕で感じながらのアタック走行を可能に。

SIMDRIVE Pro

SIMDRIVE Pro Entry spec Pro spec

モーション
有り

（ピッチ＋ロール＋ヒーブ）

ステアリング
ノーマルスペック

標準モーター
ハイスペック

高トルクモーター

ペダル
ノーマルペック
標準3ペダル

ハイスペック
高踏力3ペダル

ディスプレイ 31.5inch湾曲×3画面　144Hz, 1ms高速応答

シート フルバケットシート（アジャスタ付き）

電源 1500W×2

キャスター移動 可能

組立 済

希望販売価格
（税別）

¥3,000,000 ¥3,200,000

・お手元の機器、PCのご活用も可能です。　・いずれもキャスター移動が可能です。　 　 ・１画面化、VRの併用も可能です。・運搬費は地域、納入台数により別途お見積り
・動作確認済みPCは¥198,000-にて販売（マウス、キーボード、スピーカーセット）　　　  ・初期設定費込み　※モニターを除く



SIMDRIVE Adv. Entry spec Pro spec

モーション
有り

（ピッチ＋ロール）

ステアリング
ノーマルスペック

標準モーター
ハイスペック

高トルクモーター

ペダル
ノーマルペック
標準3ペダル

ハイスペック
高踏力3ペダル

ディスプレイ 31.5inch湾曲×3画面　144Hz, 1ms高速応答

シート フルバケットシート（アジャスタ付き）

電源 1500W×2

キャスター移動 可能

組立 済

希望販売価格
（税別）

¥2,600,000 ¥2,800,000

為替等の影響により、価格が変動する可能性が御座います。最新の状況については、お問合せください。

プロのエンジニアがより多くのお客様へ贈る、スタンダード機。約１畳の小型設計※
ながら、路面の勾配や起伏を腰と腕で感じるエキサイティングな運転体験をご提供。

SIMDRIVE Advance
プロのエンジニアがより多くのお客様に贈る、ハイスペック機。約１畳の小型設計※
ながら、リアグリップを腰と腕で感じてスライドコントロールの練習が可能に。

SIMDRIVE Y

SIMDRIVE Y Entry spec Pro spec

モーション
有り

（ピッチ＋ロール＋ヒーブ）

ステアリング
ノーマルスペック

標準モーター
ハイスペック

高トルクモーター

ペダル
ノーマルペック
標準3ペダル

ハイスペック
高踏力3ペダル

ディスプレイ 31.5inch湾曲×3画面　144Hz, 1ms高速応答

シート フルバケットシート（アジャスタ付き）

電源 1500W×1 (+500W×1)

キャスター移動 可能

組立 済

希望販売価格
（税別）

¥2,600,000 ¥2,800,000

・お手元の機器、PCのご活用も可能です。　・いずれもキャスター移動が可能です。　 　 ・１画面化、VRの併用も可能です。・運搬費は地域、納入台数により別途お見積り
・動作確認済みPCは¥198,000-にて販売（マウス、キーボード、スピーカーセット）　　　  ・初期設定費込み　※モニターを除く



SIMDRIVE Std. Entry spec Pro spec

モーション 無し

ステアリング
ノーマルスペック

標準モーター
ハイスペック

高トルクモーター

ペダル
ノーマルペック
標準3ペダル

ハイスペック
高踏力3ペダル

ディスプレイ 31.5inch湾曲×3画面　144Hz, 1ms高速応答

シート フルバケットシート（アジャスタ付き）

電源 1500W×1

キャスター移動 可能

組立 済

希望販売価格
（税別）

¥1,000,000 ¥1,200,000

為替等の影響により、価格が変動する可能性が御座います。最新の状況については、お問合せください。

プロのエンジニアがより多くのお客様へ贈る、コンパクト機。
約１畳の小型設計※ながら、将来のアップデートも可能な運転環境をご提供。

SIMDRIVE Standard
プロのエンジニアがより多くのお客様に贈る、コンパクト機。
約１畳の小型設計ながら、将来のアップデートも可能な運転環境をご提供。

SIMDRIVE Home

SIMDRIVE Home Entry spec Pro spec

モーション 無し

ステアリング
ノーマルスペック

標準モーター
ハイスペック

高トルクモーター

ペダル
ノーマルペック
標準3ペダル

ハイスペック
高踏力3ペダル

ディスプレイ 31.5inch湾曲×3画面　144Hz, 1ms高速応答

シート フルバケットシート（アジャスタ付き）

電源 1500W×1

キャスター移動 可能

組立 済

希望販売価格
（税別）

¥800,000 ¥1,000,000

・お手元の機器、PCのご活用も可能です。　・いずれもキャスター移動が可能です。　 　 ・１画面化、VRの併用も可能です。・運搬費は地域、納入台数により別途お見積り
・動作確認済みPCは¥198,000-にて販売（マウス、キーボード、スピーカーセット）　　　  ・初期設定費込み　※モニターを除く
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汎用品 専用品

アクチュエーター性能比較

Guaranteed

Potential

 アクチュエーター性能

汎用アクチュエーターを用いたシートモーションに対し、現役 GTドライバーより
「特にフォーミュラの応答性が悪く、違和感が強い」との声がありました。

そこで机上検討を行った結果、汎用アクチュエーターは
大幅な推力・速度不足であると判明しました。

汎用アクチュエーターは工場設備用であり、
たとえ負荷が低いシートモーションであっても大幅な推力不足となります。

SIMDRIVEはモーションリグ用に専用開発されたアクチュエーター を採用し、
高速運動が可能なコクピットモーション構造を達成いたしました。

性能に余裕があるため 作動音も極めて小さく 、高い信頼性を誇ります。

SIMDRIVEシリーズでは、実車のコクピットに座った状態を極限まで再現します。

⚙コクピット全体をモーションに組み込み 、実機同様の操作環境を再現。
⚙業界最高峰の超高出力アクチュエーター を採用。フォーミュラの運動もカバー。
⚙床面積１畳以内のコンパクト仕様　※ SIMDRIVE-Advance：L1390×W500

 モーションリグの考え方 

 データ開発

いずれのソフトウェアにおいても、 車両／コースデータの開発 が必須です。
・高度な運用向けに、車両／コースデータの開発を承ります。
　勘に頼らない、物理的に正しいモデリング を行います。
・販促用データも開発可能です。
　例：カスタムパーツを搭載した車両、劣化タイヤの体験車両

実車を高精度に再現する車両モデリング



シミュレーターを一層ご活用いただく為のオプションもご提供可能です。
生産状況等により、製品外観は変更となることが御座います。

Throttle Brake１．実機パーツの活用、ワンオフ製作

実車ボディ、ステアリング、
ペダル等をSIM用に活用可能です。

１２．操縦ロボット

車両開発に応用する場合に効果を発揮する、
再現度の高い操作入力を与えるコントローラーです。

３．リアルタイムテレメトリ

走行データをリアルタイムに表示。
ドライバーとのコミュニケーションや
データ解析を円滑にします。
参考ラップとの重ね合わせ表示が
可能で、差分が一目両全です。
走行解析やトレーニングでも、効果を
発揮します。

４．データロガー（無償）

MOTECフォーマットのデータ
ロガーが使用可能です （無償）。

５．タイミングモニタ

走行状況をリアルタイムに表示。
イベントで会場を盛り上げます。

７．テールライト

スロットル／ブレーキ開度、
TCS／ABS作動に応じて発光。
操作や攻め具合がイメージしやすく、
トレーニングでの活用やイメージ
アップに効果を発揮します。

８．振動スピーカー

エンジンや路面の高周波振動を表現。
フィードバックと没入感を向上。

９．高トルクステアリング

標準17Nmに加え、25Nm、32Nmの
アップグレードが御座います。

１０．高踏力ペダル

最大制動踏力65kgf → 136kgfへ
アップグレードが可能です。

２．車速連動ファン

車速に連動して風量が変化する
ファンです。特にフォーミュラの
臨場感を高めます。

１３．ABSモーター

ABS作動時、油圧変動によるペダル振動を表現すモーターです。

１１．Hパターンシフター

オプション装着が可能です。

１４．商用ライセンス

商用利用向けのライセンスです。

６．VRゴーグル

最新のVRゴーグルに対応可能。

生産状況等により、外観等は予告なく変更となることが御座います。

 オプション 個人・法人

１５．ステアリングリム

実車を模したオリジナルリムを各種ご用意しております。



店舗レイアウト・備品類のご提案例

店舗開業・運営に必要な全てをサポートし、スムーズな開業を支援いたします。
店舗開業までの機会損失を最小限に抑えることが可能です。また、 店舗経営により、自
動車関連の経費が幅広く認められるケースも御座います （詳細は各地域の税務署へお
問合せください）。

店舗支援ソフトウェア
他の営業と兼業化すると、場所代・人件費が節減され、利益率向上に繋がります。
一方で兼業店舗のネック＝店員の負担増加が予想されます。
そこで、QRコード付きチケットによる半自動管理ソフトを開発いたしました。
従来の店舗形態で負担となる、走行時間管理、走行タイム管理、ログ管理まで全て自動
で処理します（β版）。

管理・維持費  ¥19,800/月

※’19/10月現在、AssettoCorsaのみ対応。

自動管理画面 プレー時間、顧客情報管理

 店舗開業支援

車両セッティング／ドライバートレーニングを想定した、
プロ向けの運用環境をまとめて整備いたします。

 プロ向け環境の整備

お客様の集客を想定したイベントの準備～開催を支援致します。
（例）各チーム×ファン（ドライバー）がコラボし、チーム間で競い合う
　次世代のモータースポーツ像を具体化致します。

イベント開催・広告支援 法人

法人個人・法人

SCAN

エアリアル様提携・導入



車両セッティング・ドライビングに欠かせない理論を、体系的に纏めた講座です。この道
のプロだから提供できる情報を、例を交えてお届けいたします。

本講座にて、モータースポーツ工学の入門レベルをカバー致します。

講座には、シミュレーターを用いた実践コンテンツも含まれます。
ご自身のドライビングやログデータを客観的にご確認頂く為の一助となります。

テキスト（概略）
　１．全てはタイヤ　～タイヤの特性と使い方～
　２．車両運動の限界性能とは　～横 Gとヨーのバランス～
　３．オーバー／アンダーとは　～スタビリティファクタの概念～
　４．空力の効果　～空力感度と、効果的な使い方～

動画（概略）
　１．ドライビングポジション
　２．ドライビングの基礎
　３．実践コンテンツの説明
　４．データ解析

※テキストは2020年、動画は順次公開予定です。

 車両運動理論講座

レーシングシミュレーターの活用により、従来はサーキットでしか受けられなかったドライ
ビングレッスンを、オンラインで受講頂くことが可能となりました。

本サービスでは、提携ドライバーによるオンライントレーニングを提供致します。

その場でデータ解析も行い「何の操作を」「どのくらい」「どうする」と
タイム短縮に繋がるのか、理論を交えてお伝えいたします。

レッスン後は直ぐに再トレーニングも可能。
時間を有効にご活用いただけます。

※提携ドライバーは HPにて順次公開致します。

費用：¥2,500/1時間～

 オンライントレーニング

実車では計測が難しいデータを可視化し、ドライビングを分析できることは
シミュレーターの大きな魅力の一つです。ログデータの見方や、分析方法をサポート致
します。

運転解析サポート 個人・法人

個人・法人個人・法人

 定期イベントへの参加 法人

プロドライバーと共同で定期的なタイムアタック／レースイベントを開催いたします。開催
店の告知などを織り交ぜ、新規導入後の集客や、導入済みの休眠機の活用をサポート
させていただきます。



No.95 ロール剛性 44号 タイヤ非線形性

【ディーラー用】（特注）
・予防安全機能の体験用
・シンプル＆安価
・自動ブレーキ等の
　ソフトもセットで販売

【個人用】（特注）
・ご要望で大画面を採用
・お部屋に合わせて設計

【標準機体】
・レースユースまで対応
・操作系／画面が完全連動
・キャスター移動が可能

導入事例（特注含む）

その他大型機等の開発事例あり

 技術コラム掲載例（抜粋）

ブログ

twitter、ブログでも情報配信中！

twitterHP

全国誌



部品

アクチュエーター

ステアリング

ディスプレイ

PC

保証期間

2年（設計耐用26000時間）

2年

1年（延長保証あり）

1年（延長保証あり）

車速連動ファン

VRゴーグル

テールライト

振動スピーカー

1年

1年

1年

1年

Hパターンシフター 2年

 SIMDRIVEシリーズ　保証期間

ペダル 2年

・構成部品ごとに保証期間を定めております。（モーター・操作系 2年、PC系1年）
・延長保証をご希望の場合はご相談ください。

フレーム類 1年


