
HR BANDGOLFIT



はじめに

Callaway Golfit Bandは世界中で約3万コース以上の
ゴルフコースに対応し、グリーンまでの手前、中心、
奥までの距離を表示します。ゴルフGPS機能だけでは
なく、スマートフォンアプリと連動し、心拍数、カロ
リー消費数、歩数計などの便利な機能を搭載している
ので、これ一つでゴルフとフィットネスの両方を使用
できます。

 
 
仕様

製品

コース数 約38,000コース以上

バッテリー 170mAh リチウムイオン電池

バッテリー寿命 約7時間 (ゴルフモード)  
約8~12日間 (時計モード)

重量 約35g

ディスプレイサイズ 縦2.5cm x 横2cm

本体サイズ 縦5cm x 横2.2cm x 厚さ1.2cm

2    はじめに

Callaway Golfit Band
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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ください。
     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 ・ 修理をしないでください。 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ください。
     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ください。 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。
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　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さわらないでください。 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、
   製造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。
●本機の使用および外観、 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.callawaydmd.jp)をご確認ください。
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●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 (IPX6）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。

●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

取り扱いに関するご注意

内蔵リチウムイオン電池に関するご注意
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充電
1.  

 

 
 

充電ポート コード先端

 
 
時間設定  

1. 時間を設定する場合はゴルフモードを選択し、
GPSを受信する必要があります。
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A. 

B. 

C. 

D.

電源ボタン - ボタン長押しで電源オン/オフ、
ボタン短押しで前の画面に戻る

決定ボタン - ボタン短押しで選らん
だ選択項目が決定されます。

上ボタン - ボタン短押しでカーソル
が上に移動します。ゴルフモードの
状態で長押しするとショット距離の
画面に変わります。

下ボタン - 短押しでカーソルが下に
移動します。ゴルフモードの状態で
長押しするとスコアカードの画面に
変わります。



使用方法  10

ゴルフモード

 
 
 
 
2.  

   

 
 
 
 
 
 
 

1.

3. 

4. 

5. 

時計モードの状態から下ボタンを短押しすると
ゴルフモードに切り替わります。
ゴルフモードはＡの様なマークです。

決定ボタンを短押しし、ゴルフモードを選択します。

GPSが受信を開始します。
キャンセルする場合は電源ボタンを短押しします。

GPSがデータを受信するとゴルフコースの名前が
表示されます。上または下ボタンで表示された
コースを選択し、決定ボタンを押します。

終了する場合は電源ボタンを短押しします。
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ゴルフモード

 

A. 
B. 
C. 
D. ホール番号
E. パー
F. 距離単位(ヤード)  
 
5. 

グリーン手前までの距離
グリーン中心までの距離
グリーン奥までの距離

ゴルフモードの状態で上ボタンを長押しすると
ショット距離の画面に変わります。
また、下ボタンを長押しするとスコアカードの
画面に変わります。
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ショット距離
1. ゴルフモードの状態から、上ボタンを長押しすると
 ショット距離の画面に変わります。 

   
  

 
2. 打った後に歩き始めると距離数値が
動き始めます。

 
 

3. ボールの場所に着いたら、表示さ
れている数値を確認します。その
数値がショットの飛距離です。

 
 

 

 
4. 電源ボタンを短押しし、前の画面に戻ります。  

 

スコアカード
1.  ゴルフモードの状態から、下ボタンを長押しすると
   スコアカードの画面に変わります。 

 
2. 

 

3.  
 

上または下ボタンを短押しすると
入力したスコアが表示されます。

電源ボタンを短押しすると
前の画面に戻ります。
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ラウンド終了 
 
1. 

歩数計  
1.

 
2.  

 
 

 
3.  

 

4.

ラウンドを終了するには電源ボタンを短押しします。
ボタンを押すと以下のメッセージが表示されますの
で、終了方法を選択して終了します。

保存して終了 - スコアカードを保存し、ラウンドを終了します。

保存せずに終了 - スコアカードを保存せずにラウンドを終了
　　　　　　　   します。

キャンセル - 前の画面に戻ります。

時計モードの状態から下ボタンで「歩数計」を選択します。

歩き始めると歩数計が歩数を計測し
始めます。歩数は画面下に表示されます。

歩数をデータとして保存する場合は
スマートフォンアプリと同期する必要
があります。終了するには下または上ボタンを押します。

数値を０にする場合は決定ボタンを長押しします。
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心拍数  
1.  

 
 
2. 

 

  
3. 

 
 

 
カロリー消費

 
1.

 
2. 

 
  

 
3. 

 
 

メニュー画面から上、または下ボタンで
ハートマークの画面に切り替えます。

決定ボタンを短押しすると計測がスタート
します。
スタートするまで1，2分掛かる場合があり
ます。

心拍数データを保存する場合は
スマートフォンアプリと同期する必要があります。
終了するには下または上ボタンを押します。

メニュー画面からカロリー計算マークの画面に
切り替えます。

決定ボタンを短押しすると計測がスタートし、
デバイスがおおよそのカロリー消費量を測定します。

数値を０にする場合は決定ボタンを
長押しします。カロリー消費データを
保存する場合はスマートフォンアプリ
と同期する必要があります。

終了するには下または上ボタンを押し
ます。

歩数計＆カロリー消費

歩数計モードを起動させながらカロリー消費モードも起動
させると歩数計とカロリーを同時に計測します。
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スリープモード 
 

1.

 
2. [User Setting]を選択してください。
  
 
 
 
 
 
 
3. [Preset Sleep]を選択してください。 
 
 

スリープモードを使用するにはアプリ上で時間を設定する
必要があります。

アプリ画面下の右側に
設定マークがあります。
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4.   
 

 

5. 

 

6.  
 

7.
 

 
 

 

まず大体の睡眠開始時間と目覚め時間を
セットします。

腕に付けたGolfitの揺れや腕の動きによって
睡眠時間を判断します。

スリープモード中に3分～5分ほど腕を動かして
しまうとスリープモードが解除されます。

腕の動きが無くなれば再びスリープモード
に戻ります。計測を続けます。
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スコア履歴  
1.

2. 

 
3.  

 
  

4.

 
 
 
 
 
 
 

 

メニュー画面からスコア履歴のマークを選びます。

決定ボタンを短押しし選択します。

上または下ボタンで見たいスコア
履歴を選びます。
確定ボタンを押してスコアを確認
します。

スコア表示後、上、または下ボタンを押すと、
画面がスクロールします。

アプリにスコア履歴を同期するとGolfitの本体では履歴は
表示されなくなります。

アプリ上では画像の様に表示されます。
同期後、アプリの画面を下にスライド
すると同期したスコアデータが読み込
まれます。
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設定方法  
1.

2. 

 
3.

 

 
言語

1.

2. 

メニュー画面から設定マークを選びます。

決定ボタンを短押しし、選択します。

決定ボタンを押すと言語設定の画面に
なりますので、その状態から上または
下ボタンで設定メニューを切り替えます。
設定したいマークを選び決定ボタンを
押します。

上または下ボタンで言語を設定します。
設定したい言語を選び決定ボタンを短押しします。

設定可能言語：
英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語

決定ボタンを押すと「OK」マークが表示されます。
画面が言語リストに戻れば設定済みですので、
戻る場合は電源ボタンを2回短押しします。
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時間設定  
 
1.

 
•  

 

 
•  

 
• 

2. 

 

単位切り替え
1.

 
2. 

 
3.  

設定メニューから上または下ボタンで
時間設定マークを選び決定ボタンを
短押しします。

オート - GPS受信にて自動で時間を
               設定します。屋外でご使用
               ください。

フォーマット - 24時間制または
　　　　　　12時間制を選択します。

デイライト - デイライトセーブをオンまたは
　　　　　 オフを選択します。

前の画面に戻る場合は電源ボタンを短押しします。

[Y/M]マークを選び、決定ボタンで選択します。

上、または下ボタンでヤードかメーターを選択します。

前の画面に戻る場合は電源ボタンを短押しします。
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スクリーンディスプレイ
1.

2. 

 
3. 

 
 
 
 
アプリケーション

 

設定メニューから上、または下ボタンでスクロール
し、決定ボタンでスクリーンディスプレイ設定を選択
します。

上、または下ボタンでスクリーンのタイプを選びます。
決定ボタンで確定します。

前の画面に戻る場合は電源ボタンを短押しします。

Andoroidをお持ちの方はGoogle Play Store、
iPhoneをお持ちの方はiTunesにて「GOLFIT HR」
を検索してダウンロードしてください。



アプリとの同期方法
1.

 
2.  

 

 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ペアリング

お使いのスマートフォンのBluetoothの設定が
オンになっていることを確認してください。

アプリ画面右下にある設定マークを選択します。

設定

設定メニューから「Bluetooth Pair」を選択します。

Bluetooth同期
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4. 

 

 
5. 

お使いのGolfitが表示されます。
デバイス名が以下の様に表示されたら選択します。

メッセージが表示されたら「Pair」を選択します。
同期が成功すると「Connect Success」と表示されます。
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スマートフォンとアプリを同期後、画面下のページから
各種データを受信します。
画面を下にスライドするとデータの読み込みを開始します。

6. 

データが取り込まれると各データを日付別でグラフで
確認することが出来ます。

7. 
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Golfitは電話の着信、SMSやメールの受信通知
を表示することができます。通知させたい場合
は各項目を選択してください。

8. 



25    お問い合わせ

保証ポリシー

(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～木曜日
              10:00~18:00　金曜日
（土曜日、日曜日、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

ユーザー登録の方法は以下のウェブサイトをご確認ください。

http://www.callawaydmd.jp

本製品は、最初の購入日から1年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。

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。



© 2017 CALLAWAY GOLF COMPANY.  
Callaway Golf and the Chevron device are 

trademarks of Callaway Golf Company. 

Callaway Golf Company.
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