
● 電源をONします
電源ボタンを長押しする

● 自動でホール変更● 自動でホール変更
手動でホールを選択することもできます。

● ゴルフナビを選択します

■GPS によりゴルフ場を自動で
　探します。
　プレーするゴルフ場 → コース → ホールを選択
　※手動でゴルフ場を選択することもできます。

＜トップメニュー＞

ゴルフ場選択

コース選択

ホール選択

＜サブメニュー＞

クイックガイド

● コースで使います● コースで使います
現在地　　が表示されます。

次のホールのティーグランド付近に
移動すると

トップメニューで「ゴルフナビ」を
タッチします

● ピンポジションを登録します● ピンポジションを登録します
サブメニューで「ピンポジ登録」を
タッチする

2 ショットします

地点登録！

地点登録！

グリーン手前エッジまでの距離

ピンポジションまでの距離

グリーン奥エッジまでの距離

ショットする位置で

地点登録されます

1 ショットする位置で地点登録します

3 ボールの落下地点で再び地点登録
します

4 2・3を繰り返します
コース図上に地点登録位置が記録されていきます。
地点登録した位置は、プレー後にコース図上で確認
することができます

グリーンの変更グリーンの変更
グリーンまでの距離表示
エリアをタッチするとグ
リーン切り替え

SET ボタン

操作方法

使用時間の目安

※輝度をふつう（3）に設定時の使用時間の目安です。
※充電時間は約 4時間です。

地点登録
します。

電源ボタン

「電源ボタン」
電源 OFF 時に 3 秒以上押すと、電源が ON に
なります。
電源ON時は短押しで画面ロック・アンロック、
長押し（3秒以上）で電源がOFFになります。

※地点登録した位置から
　10 ヤード以上移動しな
　いと飛距離表示は変わ
　りません。

※地点登録しないと飛距離は表示されません。

ゴルフ場からの情報などをもとに、
ターゲットスコープを目安にして
グリーン上のピンポジションに
タッチ →『 登録』。
事前に登録しておけば、プレイ時に
登録グリーンを自動表示します。

一目盛は1ｍ

■マルチタッチ操作

フリック フリック フリック

ドラッグドラッグ ピンチ ピンチ

画面をタッチする操作以外に、さまざまなアクション
で画面を直感的に操作できます

バックライト点灯「オフ」

省電力移行時間
20 秒 90 秒

約 25時間 約 15時間

約 23 時間 約 12 時間バックライト点灯「オン」

グリーンまでの
距離表示エリア

タッチパネル

ピンポジション
をタッチ

登録

サブメニューボタン

飛距離

地点登録

SETボタンを
押します。

地点登録

グリーンまでの距離
表示エリア

飛距離

タッチで切り替え

現在地 ピンポジションまで
の距離

グリーン奥
エッジまでの距離

グリーン手前
エッジまでの距離

左 右
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右バンカー手前まで
165 ヤード

右池・クリークまで
218 ヤード

右木まで
294 ヤード

左ガードバンカーまで
366 ヤード

ピンポジションまで 460 ヤード
グリーン手前エッジまで
445 ヤード

グリーン奥エッジまで
472 ヤード

クイックガイド

拡大表示・全体表示の切り替え拡大表示・全体表示の切り替え
2点間の距離を確認する

現在地からグリーン間を拡大表示するか、コース
全体を表示するか選択できます。

サブメニューより
「全体 /拡大切替」を選びます 拡大表示 全体表示

指定した 2 点間の距離を確認できます。
自宅など、測位できていない場所でも確認できます。

スコアカードを記入する
プレーしているコースでのスコアを記入したり、修正すること
ができます。
※地点登録が必要です。

● 電源をOFFします
トップメニューから電源OFF を選びます

地点登録を行うと飛距離とハザードまでの距離が
表示できるようになります。

プレーが終わったら

■現在地からの距離がわかります

左 木・林 中 木・林 右 木・林 木・林 手前 木・林 越え

左ドッグレッグ 右ドッグレッグ 左 池・クリーク 右 池・クリーク 池・クリーク 手前 池・クリーク 越え

左 ガードバンカー 中 ガードバンカー 右 ガードバンカー 左 バンカー手前 左 バンカー越え 中 バンカー手前 中 バンカー越え 右 バンカー手前 右 バンカー越え

ドッグレッグ 池・クリーク

ガードバンカー バンカー

木・林アイコンの種類

　マークが、このコースに登録されて
いるハザードです。引出線でそれぞれ
の距離を表示しています。

● ハザードを知ります● ハザードを知ります

※ハザード表示を切り替えるときは、「トップメニュー」
　→「設定」→「ゴルフナビ」→「ハザード表示」タッチで
　「画面」「アイコン」「画面+アイコン」「オフ」が選べます。

谷・手前谷・越え

谷

＜サブメニュー＞ ”1 点目をタッチ” ”2 点目をタッチ”

2点間の
距離

＜サブメニュー＞ ＜スコアカード＞

ドラッグドラッグ

ピンチ ピンチ

※初期設定では、表示されません。
　表示させるには設定変更が必要です。

アイコンタッチでコース上のハザードが次々に切り替わります。
（この表示は「ハザード表示　引出線+アイコン」です。）

（この表示は「ハザード表示　画面」です。）

登録されている
ハザードの位置

タッチで切り替え

ここからの
距離は？

　マークまで
の距離が表示
されます。

タッチで
切り替え

サブメニューボタン

サブメニューボタン
サブメニューボタン

タッチ

指定した位置は
自由に動かせます

タッチ



● カメラを選択します

● 撮影します

※[ カメラ ] を選択し、動画記録待機状態で 10 分間操作を
　しないと、自動的にトップメニューの画面に戻ります。
※撮影動画サイズ：240ｘ400、フレームレート 15fps
※静止画は撮れません。

トップメニューで「カメラ」をタッチします

■カメラを撮影する対象に向けて[録画]をタッチします

■撮影を停止するときは、[停止]をタッチします

■プレビューを停止するときは、[停止]をタッチします

クイックガイド

＜トップメニュー＞

● 動画再生を選択します
トップメニューで「動画再生」をタッチします

● 動画を再生します
■再生するファイルにタッチします

＜トップメニュー＞
動画を撮影する

動画を再生する

撮影が開始されます、最大で約 20 秒の撮影が可能です。
最大撮影時間になると、自動的に録画が停止します。
本機に保存されたファイルが最大保存数の 12 件に達しているときは
「警告」が表示されて、新たに録画することができません。
録画中は画面上に「●録画中」が表示されます。

停止を押すと [ プレビュー ] が停止します。
プレビュー中は画面に「 ▼プレビュー」が表示されます。
そのまま保存せずに削除するときは [ 削除 ] をタッチします。
記録した動画は、最大 12 件本機に保存されます。保存された動画は、
メインメニューの [ 動画再生 ] で再生できます。

停止を押すと [ プレビュー ] ボタンが表示されます。
撮影した映像は [ プレビュー ] をタッチすると、再生
できます。

カメラレンズ部

注意
カメラでの撮影時は、ショット
する人に近づきすぎないように
注意してください。
クラブの届く範囲や、ボールの
飛ぶ方向での撮影はおやめくだ
さい。

※動画を選択し、動画再生状態で 10 分間操作をしないと、自動的に動画
　選択画面に戻ります。
※ファイル名は、撮影した日付や時刻を示しています。時刻情報がない時
　に撮影した場合は、｢000000**.raw　09:00:00｣と表示されます。

■ファイルが再生されます

再生中は画面に「 ▼再生」が表示され、繰り返し再生します。
[ 戻る ] をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ります。
一時停止を押すと [■ ■ 停止 ] が表示され、映像が一時停止します。

■再生中、一時停止中に画面をタッチすると画面に
　ラインが引け、軸のブレなどをチェックできます

引きたいラインの両端 2 か所をタッチします。ラインは 2 本引くことができ
ます。引いたラインの端のポイントをドラッグするとラインが変更できます。
※画面上のラインは、削除することはできません。
　[ 戻る ] でファイル一覧の画面に移動すると、ラインは消去されます。
※画面中の [ 削除 ] はラインの削除ではなく、動画ファイルの削除です。
　ご注意ください。

■再生中に[削除]をタッチすると動画を削除します

「データを削除しますか？」の画面で [ はい ] をタッチすると、動画を削除し、
動画ファイル一覧の画面に戻ります。

本機のカメラで動画を撮影して、スイング
チェックができます。
動画再生時に好きなポイントに 2 本のライ
ンを引くことができ、軸のブレなどを
チェックできます。


