各部の名称

使用上の注意

表示画面
■選択画面

・本製品はデジタルコンパスを搭載しております。正しく方位を計算する

時刻

タイトル

L ボタン

電池残量

ためにご使用前に必ずセンサの補正を行ってください。
・本製品をポケットに入れてご使用にならないで下さい。ポケット内のボ

GPS 受信レベル
R ボタン

ール、ティー、グリーンフォーク等が原因で本製品に破損をきたす恐れ
があります。
・本製品はＧＰＳ衛星の電波を受信して位置を特定します。
そのため、アンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度

クイックスタートガイド

が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が
大きくなります。
できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使

選択項目

用下さい。
・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。パッティ

・ タイトル ・・・ 選択項目のタイトルや状態を表示
Ｒボタン

・・・ 電源やバックライトをＯＮ／ＯＦＦします。

・ 電池残量 ・・・ 電池の残量を4 段階で表示

グリーンの対象物の切替えにも使います
Ｌボタン

・・・ ホールド機能をＯＮ／ＯＦＦします

Ｄｏｗｎボタン ・・・ カーソルを１つ下に移動します

このたびは、 EAGLE VIEW（以下、本製品）をお買い上げいただ

ＯＫボタン

き、まことにありがとうございます。本製品をはじめてお使い

表示

赤色ＬＥＤ ・・・ 充電時に点灯し満充電で消灯します

てお使いください。詳細に関しては別冊の『取扱い説明書』を

miniＵＳＢ ・・・ 充電時や外部機器との通信時に使用します

お読みになってください。

アンテナ

ですので、別売のバッテリーを購入していただき交換して下さい。

ことをお勧めします。
・ 時刻

■主な機能

・電池の劣化を防ぐため、充電は本製品をある程度ご使用になってから行

・・・ 現在時刻を表示

なって下さい。また、長期に保管される場合は、予め満充電してから保

12:45 → GPS 衛星電波を受信
--:-- → GPS 衛星電波を未受信

電源を入れる（R ボタン長押し）

UP/Down ボタン操作で項目を切換えます

■表示画面

「ナビ」を選択する

距離を計算して表示します。

・飛距離表示

ホール No
パー数

ティーインググランドに行くと、自動的にそのホールの情報を

ジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデ
ータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成さ

ボタン操作で任意の地点（ボール位置等）を内部メモリに記憶

れたものではありますが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコー

「ホール」を選択する
目標までの距離を表示
地点登録し飛距離を表示

任意の目標です。

・地点登録と飛距離表示

・消費カロリー計算をするためには、歩数計設定画面より体重と歩幅を設

のコースデータのグリーンセンター、
グリーンフロントのポイントの緯

「コース」を選択する

・距離表示
距離表示対象：グリーンフロント、
グリーンセンター、
ハザード、

・本製品の歩数計は、ランニングや極端なゆっくり歩きのような不規則な

度経度情報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

表示します。コースによっては自動的に切り替わらない場合も
あります。その際は手動でホールを選択してください。

ンド前には電池の残量をご確認される事をお勧めします。

・本機にはあらかじめコースデータを内部のメモリに収録しています。
そ

マーク

を検索して、自動的にゴルフコースを検索します。

・自動ホール情報表示

・電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウ

定して下さい。

・自動コース検索
今いる位置から、
本体内部に収録しているゴルフコースのデータ

管して下さい。

歩行や手に持って歩行した場合、正確に歩数をカウントできません。

・ 距離表示

目標

「ゴルフコース」を選択する

満充電の場合、通常の使用で約35 時間使用できます。

増加します。受信レベルのバーが2 本以上でご使用される

・ 選択項目 ・・・ 選択項目名称を表示

おり、GPS 衛星を使って測位（地球上のどの緯度・経度に居るかを計算

くなります。
・本製品をご使用の際はあらかじめ充電してからご使用下さい。

充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるもの

・・・ ＧＰＳアンテナ（本体内蔵）

製品概要

して求めること）し、製品内部に収録しているゴルフコースの目標までの

また、
近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづら

GPS 衛星の捕捉数が増加すると受信レベルを示すバーが

操作の流れ
本製品は、全国 90%以上のゴルフコースデータを内部メモリに収録して

→ もう少しで電池が無くなります

・ ＧＰＳ受信レベル ・・・ ＧＰＳ衛星の捕捉状況を表示

・・・ 選択項目や距離情報を表示します

になる前に、この『クイックスタートガイド』をお読みになっ

見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。

→ 電源が切れます

・・・ 選択項目を決定します

・ＧＰＳ衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所にいても、

→ 電池残量は十分です

→ すぐに充電して下さい

１つ前の画面に戻るときにも使います
ＵＰボタン ・・・ カーソルを１つ上に移動します

ング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。

スデータと異なる場合があります。

目標距離、方向
ハザード距離、方向

ショット数、飛距離

ホールNo

・・・ 選択されているホールNo を表示

パー数

・・・ 選択されているホールのパー数を表示

目標マーク ・・・ 目標のマークを表示
目標距離、方向

電源を落とす（R ボタン長押し）

・・・ 目標までの距離と方向を表示

ハザード距離、方向・・・ ハザードまでの距離と方向を表示

・本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点
間の水平距離のみを表示するものです。
・ゴルフの正式競技で使用する場合は、各委員会のローカルルールにより
認められた場合のみ使用が可能です。
必ず協議前に各委員会にご確認し
てください。
・本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。
・本製品に収録されているゴルフ場データの更新や追加を予定しておりま

（地点登録）します。記憶できる地点は１０００地点です。

ショット数

・・・ 表示ホールにおける現在のショット数

す。また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、当社ホー

地点登録を行うと、
登録地点からの距離
（飛距離）
を表示します。

飛距離

・・・ 地点登録からの距離を表示

ムページをご覧の上、ユーザー登録してください。

本製品を使ってナビを開始する
１．電源を入れる

４．グリーン目標を切替える
現在地から最も近い

本体右横の電源ボタンを3 秒以上押します。
表示部に“EAGLE VIEW”ロゴが表示され、しばらく後にメニュー画
面に切り替わります。

ハザードの表示は

ハザード３箇所を表示

UP ボタンまたはDown

します。

グリーンの目標の切替えは、Ｒボタンで行います。
左グリーンセンター

右グリーンフロント

R ボタン

は Down ボタン
で目的のホール

ボタンで変更できます。

GPS 衛星からの電波を受信して位置を特定すると、時刻が表示され

を選択

ます。

グリーンに近づいて行くと
ハザードが自動的に画面

R

R

から除去されます。

ボ

ボ

ガードバンカーは

表示が削除される距離は

タ

タ

表示されません。

設定で変更できます。

ン

ン

（注）グリーン周りの

２．ゴルフコースを自動で検索して使う

左グリーンフロント

右グリーンセンター

OK ボタン

UP キー

この操作はＧＰＳを使って検索しますので、実際のゴルフコースで行

または

って下さい。

DOWN キー

R ボタン
表示対象となるハザー
ドが無くなると自動的

左グリーン

R ボタン

右グリーン

にグリーン画面に切り

６．情報画面の表示
ナビゲーション画面の状態で本製品を横向きにすると、歩数、カロ
リー、最長飛距離を表示する情報画面に切替わります。情報画面か

替わります。

すでに測位が完了している場合

UP ボタンまた

ら本製品を縦向きするとナビゲーション画面に戻ります。

OK ボタン

R ボタン
次のホールに移動
すると自動的に
画面が切替わります。

５．ホールを変更する
本製品は自動ホール移動機能を有しておりますが、自動的に移動し
ない場合もございます。
その場合は次の方法で切替えてお使いくだ
さい。

測位が完了すると自動的に

本製品を横向き

３．地点と打数の登録

もしくは縦向きにする。

ゴルフ場検索を始めます。

Ｌボタン
ここでOK ボタンを押すと地点登録とショット数の確認が出ます。OK ボ
タンを押すと地点登録され、その位置からの距離が表示されます。

ティーインググラウンド
に移動すると自動的に
ホール検出を行ないます。

お問い合わせ先
朝日ゴルフ用品株式会社
URL www.asahigolf.co.jp
お客様窓口
〒654-0161
兵庫県神戸市須磨区弥栄台 2-12-2
フリーダイヤル 0120-83-1196
URL www.eagleview.jp，www.genkigolf.jp
※「EAGLE VIEW」登録出願中

打数

OK ボタンを押した地点
からの距離

