


    

2　はじめに

はじめに

製品 キャロウェイ GPSync 時計

コース数 30,000+

電池 220mAh リチウムイオン 電池

電池寿命 GPSモード:約 9 時間 / 時計モード: 約45 日

重量 66g 

ディスプレイ　サイズ 1.28” (128 x128 ピクセル)

ベルトの長さ 26cm

防水性能 1気圧防水

仕様

この度はキャロウェイGPSync 時計をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。キャロウェイGPSync 時計は
約 30000 コースの情報を搭載し、 高精度のGPS によりグリ
ーンの情報やハザード等を表示し、 お客様のゴルフプレー
をサポートします。携帯電話の専用アプリと本製品を同期
することにより時計に入れたゴルフスコア等が瞬時にアプリ
に移行することが可能となりました。

ご使用の前に 「安全上のご注意」 をよくお読みの上、 正しくご使用
ください。 ここに記載された注意事項は製品を安全にお使いいただき、
使用する方や他の人々へ危害や損害を未然に防止する為のもので
す。 また、 注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、
次のように区分し、 説明しています。 　　 
     警告   この表示は、 「人が死亡または重傷を負う高い可能性
             が想定される」 内容です。
     注意    この表示は、 「人が障害や物的損傷をこうむる危険な
             状態が発生することが想定されている」 内容です。
記号の説明
     禁止  このマークは禁止する記号です。
     指示  このマークは強制する記号です。

●安全上必ずお守りください

　   警告

     落下させる、 投げつけるなどの強い衝撃を与えないで下さい。
     破裂 ・ 発熱 ・ 発火 ・ 漏液 ・ 故障の原因となります。
     お客様による分解や改造 ・ 修理をしないで下さい。 感電や故
     障の原因となります。 万一、 改造などにより製品に不具合が
     生じた場合でも一切責任を負いかねます。
     製品のすき間や穴にピンや針金等の金属を入れないで下さい。
     感電や故障の原因となります。
     本機を次のような場所に保管しないで下さい。 変形や故障の
     原因となります。
    ・ 直射日光の当たる場所や極端に低温になるところ
    ・ 暖房器具の近くなど、 温度が非常に高いところ
    ・ 湿気やほこりの多いところ
    ・ 車のダッシュボードや炎天下で窓を締め切った車内
　　 万一、 破損した場合は直ぐに使用を中止してください。
　　 そのまま使用すると火災や感電、 故障の原因となります。
　　 病院内や航空機内など電波の使用が禁止されている場所では
     使用しないで下さい。 電子機器などが誤作動する恐れがあり、
　　 重大な事故の原因となる恐れがあります。

安全上のご注意
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　　心臓ペースメーカーなどの医療機器をご使用のお客様は、 医療
    用機器への影響を医療用電機製造業者や担当医師にご確認
    いただきご使用ください。
　　注意
    所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電をや
　　めてください。 漏液 ・ 発熱 ・ 破裂 ・ 発火の原因となります。
　　濡れた手で操作をしないで下さい。 感電の原因となります。
　　本機の外装を清掃する場合は水や洗剤は使わずに乾いた柔ら
    かい布で行ってください。
　　充電する際は、 本機専用の AC アダプターをご使用ください。
　　指定以外の AC アダプターを使用すると発熱 ・ 発煙 ・ 破裂 ・
　　発火する原因となります。
　　車やゴルフカート運転中は操作しないで下さい。 事故の原因と
　　なります。
　　専用充電器のコードが傷ついたり、 本体が異常に発熱した場
　　合は直ちに使用を中止してください。

● 内蔵リチウムイオン電池について
　　
　　リチウムイオン電池を分解したり、 改造したりしないでください。
　　リチウムイオン電池が液漏れ、 発熱、 発煙、 破裂、 発火す
　　る原因となります。
　　強い衝撃を与えたり、 投げつけたりしないでください。 リチウム
　　イオン電池を液漏れ、 発熱、 発煙、 破裂、 発火させる原
　　因となる恐れがあります。
　　リチウムイオン電池が漏液して液が目に入った時は、 こすらずに
　　直ぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、 直ちに医
　　師の治療を受けてください。 放置すると液により目に障害を与
　　える原因となります。
　　リチウムイオン電池を火の中に投入したり、 加熱しないでくださ
　　い。 絶縁物が溶けたり、 電解液に引火したりして、 液漏れ、
　　発熱、 発煙、 破裂、 発火の原因となります。
    リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、 濡らさないでくださ
　  い。 リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、 リチウ
　  ムイオン電池が液漏れ、 発熱、 発煙、 破裂、 発火する原因
　  となります。

　火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。 リチウ
　ムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり液漏れ、 発熱、
　発煙、 破裂、 発火の原因となります。
  リチウムイオン電池を火のそば、 ストーブのそばなどの高温の場所
　（80℃以上）で使用したり、 放置したりしないでください。 リチウ
　ムイオン電池が内部ショートし液漏れ、 発熱、 発煙、 破裂、
　発火する原因となります。
  電池充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない
  場合には、 充電をやめてください。 リチウムイオン電池を液漏れ、
　発熱、 発煙、 破裂、 発火させる原因になる恐れがあります。
　リチウムイオン電池が漏液したり、 異臭がするときには、 直ちに
　下記より遠ざけてください。 液漏れした電解液に引火し、 発煙、
　破裂、 発火の原因となります。
　リチウムイオン電池の充電温度範囲は次の通りです。
　充電�0℃～＋45℃
　リチウムイオン電池が急に加熱されたり、 密封状態が壊れたりし
　て、 液漏れ、 発熱、 発煙、 破裂、 発火の原因となります。
　また、 リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがありま
　す。 リチウムイオン電池は、 乳幼児の手の届かない場所に保管
　して下さい。
　濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。 故障、 感電、
　発熱、 発火の原因となります。
　お買い上げ後、 初めて使用の際に、 錆や異臭、 発熱、 その
　他異常と思われた時は使用せずお買い求めの販売店様にご持参
　ください。
　濡れた手でリチウムイオン電池を触らないでください。 感電の原因
　となることがあります。
　濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。 故障、 感電、 
　発熱、 発火の原因となります。
　通電中のリチウムイオン電池を長時間触れないでください。 長時
  間皮膚が触れたままになっていると低温やけどの原因となることが
　あります。
  直射日光の強いところや炎天下の社内など高温の場所で使用し
  たり、 放置したりしないでください。 リチウムイオン電池の性能や
  寿命を低下させることがあります。
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 使用上のご注意
●使用前には、 必ず充電を行ってください。 バッテリー残量が少ない
   と、 プレー途中で電源が OFF になり、 使用できなくなることがあり
   ます。
●自然災害や火災、 その他の事故、 お客様の故意または過失、
   製品の改造等によって生じた損害に関して、 当社は一切の責任
   を負いません。
●説明書に記載の使用方法および、 その他の遵守すべき事項が守
   られないことで生じた損害に関し、 当社は一切の責任を負いませ
   ん。
●本機の仕様および外観、 アイコン、 表示名、 表示の内容は、
   実際と異なったり、 改良のため予告なしに変更する場合があります。
●ゴルフ場の改修や名称変更により、 実際のコースデータと異なる場
　 合があります。
●コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは、 当社が
　 独自に定めたものです。 ゴルフ場が定めているエッジの場所とは異な
　 る場合があります。
●衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。 練習
   の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
●本体を手で覆ったり遮へい物で覆ったりすると電波が受信しにくくなっ
   たり、 受信できない場合があります。
●屋内（クラブハウス内等）など GPS の受信状況が悪い場所では、
   測位できない場合があります。
●競技で使用する際は必ず競技委員にご確認ください
●本製品に収録されているゴルフ場のデータの更新や追加を予定して
　　おります。本製品に関わるユーザーサポートに関しては、
　　(http://www.callaway.jp)をご確認ください。
内蔵リチウムイオン電池に関する注意
●リチウムイオン電池には寿命があります。
●充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に充電式リチウム
   イオン電池の交換をご依頼ください。
●安全の為、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温
   度範囲は、０～45℃になります。
●不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶
   縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクル
   していただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。
   リサイクル協力店につきましては、一般社団法人JBRCのホームペー
   ジ (http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html)
   をご参照ください。

リチウムイオン電池はリサイクルへ

取り扱いに関する注意
●ご使用にならない場合は電源をOFFにしてください。過放電状態
   になり、 電池寿命を縮めることになります。
●本機を落下させる等、 強い衝撃を与えないでください。 破損や
　 故障などの原因になります。
●本機が汚れたときは、 柔らかい布で拭いてください。 ポリエステルな
　 ど静電気が起きやすいもの、 またベンジンやシンナー、 化学ぞうき
   ん、 洗剤は使用しないでください。
●本製品は防水仕様 (IPX4）となっておりますが、 ご利用時に以下
　 のことに注意してください。
　 ・ 本製品は激しい雨の中でのご使用はお避け下さい。
　 ・ 本製品を水没させないでください。
　 ・ 本製品を付けての入浴 ・ シャワーはしないでください。
　 ・ 本製品に対して急激な温度変化があると、 本体の歪みによる防
　　 水性の低下や結露 ・ サビの原因になります。
   ・ 湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
　 ・ 防水ゴムは消耗品です。 長年ご使用された場合に防水ゴムの劣
　　 化などにより防水性能が低下します。
　 ・ 本製品を分解すると防水機能が低下しますのでおやめください
　 ・ 充電 / 通信ケーブルは防水性能はありません。 　　　

電波法について
●本機は電波法工事設計認証を受けた無線設備を内蔵した商品で
   す。
●分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して
   使用した場合は、電波法より罰せられることがあります。
●技術基準適合証明の見方
　 1.メインメニュー画面から[設定]を押します。 
   2.[上/下]ボタンを利用して[モデル情報]までスクロールさせ、
　　　[決定]ボタンおよび[上/下]ボタンを押して選択します。
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充電
1.電源をオフにします。画面の表示が消えるまで、[電源]ボ
タンを押し続けます。
2.充電器の上の充電ピンを時計の上の充電ポートに接続
し、充電してください。

3.充電器クランプ（固定するツメ）を時計の反対側にある
充電器固定用ソケットにしっかりと固定する。

USBコードの端子側をUSBポートに差し込む。

注: バッテリー表示は充電完了時に脈動が停止します。 
（2-3時間）

5.接続が確立されると、時計
の電源がオンとなり、バッテリー
表示が脈動し、充電中を示し
ます。

注: 充電ピンは充電ポートと適切に位置合わせする必要が
あります（時計の裏側から見ると、より簡単に位置合わせが
できます）。

充電ピン

充電ポート

充電器固定用ソケット充電器クランプ

各部の名称及び基本操作
●短押し - 説明書に(長押し)や「押し続ける」と記載されていな
   い操作ボタンを短めに「ポン」と押して、早めに指を離してくださ
   い。
●長押し-説明書に(長押し)や「押し続ける」と記載されている操
   作ボタンを長めに押し続け目的の動作が実行された後に、指を
　 離してください。

ボタンの機能

A.電源をオフにします。画面の表示が消えるまで、[電源]ボタ
   ンを押し続けます。
B.充電ポート
C.[上ボタン] – カーソルを上に移動します。数値をUPします。
D.[決定ボタン] – 短押しで画面の切替え、選択項目の決定、
   メッセージの確認、–長押しでメインメニューを表示。
E.[下ボタン] – カーソルを下に移動します。数値をDOWNしま
   す。

8　ご使用方法 ご使用方法　9
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A.グリーンのセンターまでの距離
B.グリーンのバックまでの距離
C.グリーンのフロントまでの距離
D.ドッグレッグのフロント及びバックまでの距離
E.池の周囲までの距離
F.バンカーの周囲までの距離

ディスプレイの見方

プレイモード

ハザードモード

スマートフォンと同期
通知を受信するには、次に示す手順を完了してください。
注:通知は時計の設定でオンにする必要があります。 

注:Bluetooth対応のスマートフォンでその機能をオンにする
必要があります。

5.アプリ上のキャロウェイGPSyncを選択してください。
6.時計とアプリの接続が完了しました。時計は通知の受信

が可能です。（不在着信、テキストなど）
 保存されたラウンドのデータは時計からアプリのほうへアップ
ロードされます。

1.GPSync アプリをダウンロ
   ードしてインストールします。
  （ iPhoneの場合はApple
　　 Store, Androidの場合
　  はGoogle Playで“GPSync“を検索）

4. [下]ボタンを長押しして画面の左
上隅にBluetoothのアイコンが現
れましたら、ボタンを離してください。

2.スマートフォンでアプリを起動します。

3.Appleの場合: アイコン        （右上隅）をクリッ
クします
Androidの場合:スキャン SCAN（右上隅）をクリッ
クします * Androidはグーグル社の商標です。

アプリアイコン

10  ご使用方法 ご使用方法　11
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7.接続できる範囲は約5m-10mです.二つの装置が
    5-10m以上離れた場合、接続が切れます。時計と
   スマートフォンが再び接続できる範囲になりますと、自動
   的に再接続します。

注: プレイモードの時は
Bluetoothアイコンは
画面の下にあります。

8.接続可能な範囲を超えると、Bluetoothのアイコンは
   点滅します。一旦接続されますと、アイコンは点滅から
　 点灯に変わります。

注� 互換性についてはスマートフォンの機種及びOSのバージョ
　　　ンによります。互換性の競合により、一部の機能が変更ま
　　　たは制限される可能性があります。

Appleの場合: iPhone 4S或いはそれ以降の機種と互換性が
あります。

Androidの場合: Samsung Galaxy S5,Nexus 4&5,
hTC One M8,(OS4.4或いはそれ以降のプレインストールさ
れたOS)。競合性と機能性はスマートフォンの違いにより変わる
可能性があります。
* Androidはグーグル社の商標です。

・互換性のあるスマートフォンのリストは以下のサイトで閲覧で
 きます。
http://www.callaway.jp
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測位中
衛星

Auto Cou rse コースリスト 
SHIN_TOKYO_COUNTR

HITSUJIGAOKA_COUNT

WAKASU_GOLF_LINKS

EDOGAWA_GOLF_CLUB

タイムモード

ゴルフコースにて

1. [決定]ボタンを押してアナログまたはデジタル時間表示
を切替えます。

2. [電源]ボタンを押してバックライトのオン/オフを切り替えま
す。

3.日付と時間を設定するには、「設定」を参照してください。
（19ページを参照してください）

4. [決定]ボタンを長押ししてメインメニューに切り替えます。

1.時間表示画面から[決定]ボタンを長押しし、メインメニュ
ーに切り替えます。

2. [決定]ボタンを押し、プレイ開始を選択します。
3.デバイスは衛星信号の検索を開始します。（キャンセル

するには[決定]ボタンを長押しします）
4.衛星接続が確立されたら、最寄りのゴルフコースが表示さ

れます。[上/下]ボタン使用して希望のコースにスクロールし、
[決定]ボタンを押してコースを選択します。

    

12　ご使用方法 ご使用方法　13

火曜日

オートサーチ



    

2　はじめに

プレイモード

1. [決定]ボタンを押し、ハザード画面に切り換えます。
2.一度に表示されるハザードは最多で三つです。

三つ以上のハザードがある場合は、[上/下]ボタンを押して
画面をスクロールし、確認することができます。（プレイヤー
の後ろにあるハザードは表示されません）。

3.[決定]ボタンを押すと、前/次の画面が表示されます。

注: ハザードが存在しない場合は、
画面が空白になります。

ハザード ビュー

1.[決定]ボタンを押し、ハザード、スコアカード、ショット距
離を切り替えます。

2.プレイモードを終了するには[決定]ボタンを長押ししてく
ださい。

1.[決定]ボタンを押し、ショット距離に切り替えます。
2.ショット距離の測定を開始するには、[下]ボタンを押し

ます。
3.打ったボールへ移動し始めると、距離の計算が始まり

ます。
4.打ったボールに到着したら、表示された距離は前のショ

ットの距離です。（あなたが移動した距離でもあります）
5. [下]ボタンを押し、リセットします。
6. [決定]ボタンを押すと、前/次の画面を表示します。

ショット距離
注: [設定]でショット距離をオンにする必要があります。

ヤードヤード
ーーー

ダブルグリーン

1.プレーするコースがダブルグリーンの場合、[決定]ボタンで
   表示を切り替えます。
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2　はじめに

スコアカード
注: スコアカードは設定でオンにする必要があります。

自動ホール切り替え
1.グリーンから次のティーグラウンドまで移動している間、
   装置は自動的に次のホールに進みます。
2.手動で次のホールに進むには、[上]ボタンを押します。
   前のホールに戻るには、[下]ボタンを押します。

1.[決定]ボタンを押し、スコアカードに切り替えます。
2.[上/下]ボタンを押し、そのホールのトータルストローク
   数を表示させます。
3.[下]ボタンを長押しし、パットまでスクロールさせます。[
   上/下]ボタンを押し、正確なパット数を表示させます。
4.[下]ボタンを長押しし、パーオンまでスクロールさせます。
   [上/下]ボタンを使用し、Y / N（はい または　いいえ）
   を選択します。
5.[決定]ボタンを押すと、前/次の画面が表示されます。

注: スコアカードのデータは
GPSyncアプリを利用し
て記録及び追跡すること
ができます。

スコア
パット
パーオン
合計

    

ラウンドを終了
1.ラウンドが終了したら、[決定]ボタンを長押しし、メインメ
　 ニューに戻ります。
2.スコアカードがオンになっている場合、[上/下]ボタンを押
   して希望のオプションまでスクロールし、[決定]ボタンを押

して選択します。

注: 保存されたラウンドデータ
はBluetoothに接続された
とき、自動的にGPSyncアプリ
にアップロードされます。

・保存して終了- スコアカードを保存し、ラウンドを終
 了し、メインメニューに戻ります。
・中止して終了- スコアカードを中止し、ラウンドを終
 了し、メインメニューに戻ります。
・キャンセル- プレイモードに戻るには、これを選択し
 ます。

1.時間表示画面から [決定]ボタンを長押しし、メインメニ
   ューに切り替えます。
2. [上/下]ボタンを利用してオドメーターまでスクロールさせ、
　　[決定]ボタンを押して選択します。

オドメーター

保存して終了

中止して終了
キャンセル

ヤード

プレイ開
オドメー
設定
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2　はじめに

DateTime
Unit

Language
Ba cklight

1

2 7

1

D TH U F

Alarm- 1Alarm- 1

FRI  SAT

3.衛星に接続中のときはサークルが点滅します。
4.衛星接続が確立されましたら、サークルの点滅が停止
します。
5. [上]ボタン押して計測を開始します。オドメーターはあ
なたが移動した距離を計算し始めます。
6.[下]ボタンを押してリセットします。距離がゼロに戻りま
す。
7.終了し、メインメニューに戻るには、[決定]ボタンを長押
しします。

1.時間表示画面から[決定]ボタンを押してメインメニュー
に切り替えます。

2.[上/下]ボタンを押して設定までスクロールします。
3.[決定]ボタンを押して設定メニューに切り替えます。
4.[上/下]ボタンを押して設定メニューをスクロールします
5.[決定]ボタンを押して希望の設定項目を選択します。
6.[決定]ボタンを押してメインメニューに戻ります。

設定

プレイ開
オドメー
設定

アラーム
日付時間
ユニット
言語

バックライト

Ba

k

0 2 52PM :

Ma nu

PM

nual

YYYY
k

2014

 52:

1.[上/下]ボタンを押してアラーム0、アラーム1、またはア
ラーム2を選択します。

2.[決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]
ボタンを押してアラームを有効/無効にします。

3.[決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]
ボタンを押して時を設定します。

4.[決定]ボタンを押して分にスクロールします。[上/下]
ボタンを使用して分を設定したあと、[決定]ボタンを押
します。

5.[決定]ボタンを押して曜日をスクロールします。[上/下
　　]ボタンを使用し、その日を有効/無効にします。
6.[決定]ボタンを長押して保存し、設定メニューに戻りま
　　す。

アラーム

有効

0 9  2 7:AM

SUN MON TUE WE D TH U FRI  SAT

有効

0 9  2 7:AM

SUN MON TUE WE D TH U FRI  SAT

m

La
Ba light

MM-DD- YYYY
12時間制

11-18- 2014
0 2 52PM :

日付/ 時間
1.[上/下]ボタンで自動/手動を選択します。

•自動:時計は衛星接続の検索を開始します。一度接続しま
　すと、時間と日付はあなたがいる場所に応じて表示されます。
（注:屋外にいる必要があります）
•手動:[決定]ボタンを押し、時間/日付の設定リストをスクロー
　ルさせ、[上/下]ボタンを使用して設定を 変更/編集します。

マニュアル
アラーム
日付時間
ユニット
言語

バックライト

アラーム
日付時間
ユニット
言語

バックライト

アラーム   -  １ アラーム   -  １
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2　はじめに

MM-DD- YYYY
12時間制

11-18-2014
0 2 52PM :

MM-DD- YYYY
12時間制

11-18 -2014
0 2 52PM :

マニュアル
MM-DD- YYYY

12時間制
11 -18- 2014

0 2  52PM :

   

2.[上/下]ボタンを使用し、日付形式
（MM-DD-YYYY、DD-MM-YYYY、YYYY-MM-DD）

    を変更します。
3.[決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]
   ボタンを押して12時間または24時間制を選択します。

4.[決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]ボタン
を押して月を選択します。

5.[上/下]ボタンで日を選択したあと、[決定]ボタンを押します。
6.[上/下]ボタンで年を選択したあと、[決定]ボタンを押します。
7.[上/下]ボタンで時を選択したあと、[決定]ボタンを押します。
8.[上/下]ボタンで分を選択したあと、[決定]ボタンを押します。
9.[決定]ボタンを長押して保存し、設定ニューに戻ります。
10.再び[決定]ボタンを長押しし、時間表示画面に戻ります。

ユニット

1.[上/下]ボタンを使用し、測定単位をヤードまたはメートル
 に変更できます。

2.[決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

マニュアルマニュアルマニュアル

12時間制12時間制12時間制

マニュアルマニュアル

   

言語
1.[上/下]ボタンを使用して言語（英語、日本語、簡体

中文、繁体中文）をスクロールします。
2.[決定]ボタンを押して言語を選択し、設定メニューに戻

ります。
バックライト
1.[上/下]ボタンを押してバックライトの作動時間（5秒、

10秒、30秒、オフ）をスクロールします。
2.[決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

サウンド
1.[上/下]ボタンを使用してサウンド（オン/オフ）を切り替え

ます。
2.[決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

夏時間（DST）

1.[上/下]ボタンでDST（オン/オフ）を切り替えます。
2.[決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

スコアカード
1.[上/下]ボタンでスコアカード（オン/オフ）を切り替えます。
2.[決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

ショット距離
1.[上/下]ボタンでショットの距離（オン/オフ）を切り替えます。

 2.[決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

モデル情報
1.[決定]ボタンを押して設定メニューに戻ります。
2.モデル情報を選択します。
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2　はじめに

故障かな�と思ったら

1.電源が入らない。
●充電は十分にされていますか？バッテリーが劣化している場合は、
　 新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにお問い合わ
　 せください。
2.充電ができない。
●ACアダプタ、USBケーブルは正しく接続されていますか�
3.充電してもバッテリーの消耗が早い。
　 充電しても1ラウンドできない状態でしょうか。その場合はバッテリー
   に問題がある可能性があります。サポートセンターにお問い合わせ
　 ください。
4.ゴルフ場が自動検索できない。
●GPSを測位していますか？クラブハウス内などでは検索できない場
　 合があります。
●GPS測位に20分程度時間がかかることがあります。
5.ホールが自動で切り替わらない。
●目的のティーインググラウンドにいますか？変わらない場合は手動
   でホールを切り替えてください。
6.ホールが勝手に切り替わった。
●グリーンと次のホールのティーが近いですか�その場合は手動でホー
   ルを切り替えてください。
7.コースの距離表示と合わない。
●コースの高低差が大きくありませんか？本機の距離表示はコースの
  高低差などの起状は含まれておりません。
8.コースレイアウトが違う。
●コースが改修されていませんか? 弊社ホームページの更新情報をご
　 確認ください。
9.スマートフォンとアプリが同期しない。
●スマートフォンのBluetooth　　の設定がオフになっていませんか?　
   設定を確認してください。
●本機とスマートフォンが離れすぎていませんか？同期は見通しの良い
   場所で行ってください。

保証ポリシー
本製品は、最初の購入日から1年6ヶ月まで欠陥がないことを保
証します。 マニューバーラインから直接購入していない限り、お客
様が購入した製品に対し返金することはできません。保証期間中
に通常のご使用のもとで故障が発生し、不良品として認められた
場合に限り、マニューバーラインは無償にて製品を交換するか、
該当するユニットを修復します。修理をご依頼の場合は弊社へご
送付されるかお買い上げの販売店にご持参ください。その際の保障に
関する詳細は別途保証書をご確認ください。

(株)マニューバーライン
〒135-0022
東京都江東区三好3-8-2
TEL:03-5245-3113
受付時間/10:00~19:00　月曜日～金曜日
（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

修理に関するお問い合わせ

22　よくある質問 保証ポリシー 23

ご送付される場合は保証書の規定に基づきお客様のお名前、
住所、電話番号とご登録ユーザー番号を記載の上、製品、
付属品、保証書を一緒にご送付ください。

ユーザー登録は以下のウェブサイトにて行ってください。
http://www.callaway.jp

®



    

2　はじめに

注意
全地球測位システム（GPS）は米国国防総省（DOD）
によって開発及び管理されており。その通常動作及び
位置精度制御も行っています。米国は、その政治的配
慮や国防の安全性に基づいて、事前の通知または告知す
ることなく、システム全体の機能や位置精度に影響する権
利を有します。正しく安全にデバイスを使用するためには、
以下の事項にご注意ください。

・このデバイスはレジャーやレクリエーションのみの目的のため
　に設計されており、産業用や特別な測定には適用されま
　せん。
・マニューバーラインは誤った操作やこの製品の使用に起因する
  過ちないし不作為より生じる責任や法的責任は負いません。

・お客様ご自身での分解、修理を行わないでください。

・この装置は直射日光が当たる場所、または極めて高温に
 なる場所に保管しないでください。

24　注意
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