
EZ LASER RANGEFINDER



EZ

約10.9cm x7.9cm x 4.2cm

7.4 oz. (210g) (Without Battery)

CR2 3-Volt Lithium Battery

LCD display

5X

5-800 yd

5-275 yd

+/- 1 yd

Yards/Meters

Weather Resistant (IPX 3)

仕様

製品紹介

Callaway EZ Laser Rangefinder
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この度は をお買い求めいただき
誠に有難うございました。EZ Laserはピンフラッグに狙いを定める時、完全
に安定した場所ではなくても正確な距離を素早く測定し距離を把握すること
が出来ます。操作は簡単でEZボタンを押して目標物をロックし測定してくだ
さい。

製品名

モデル

サイズ

重量

電池

ディスプレイ

倍率

最大測定距離

P.A.T.ピンモード測定距離

精度

測定単位

防水性能



1.
2.
3.
4.

注意:
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付属品

A. CR2 - 3-Volt リチウム電池

B. プレミアムモールドハードキャリングケース

C. クリーニングクロス

電池の取り付け

電池キャップのタブを引き上げてください。

反時計回りに回し、開きます。

電池ボックスに電池をマイナス側から入れてください。

電池キャップを取り付け、時計回りに回して閉めます。

ローバッテリーアイコンがLCDディスプレイに現れたら電池が完全に
なくなるまでの残量は約200回です。電池寿命がわずかになるとロー
バッテリーアイコンが点滅します。その場合、次回使用するまでに
電池を交換してください
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各部名称

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

LCD ディスプレイ

A.
B.
C.
D.
E.
F.

164Y

外部 LCD ディスプレイ
A.
B.
C.
D.

164 Y

接眼レンズ
視度調整

電源ボタン

EZモードボタン

MODEボタン

LCDディスプレイ

バッテリーキャップ

サポートストラップ

無風時の照準に合わせるための表示

レーザー表示フォーカス
P.A.T.モード表示
直線距離

測定単位（Y or M）

電池残量

直線距離
測定単位（Y or M）

P.A.T.モード表示
電池残量



使用方法

1.

2.

.

3.
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164 Y

測定器を水平に持ち、接眼部に目を当てながら

電源ボタンを短押しして電源をオンにします。

ピント合わせ明瞭度を向上させるには、

接眼レンズを回して視度調整してください。

接眼レンズに目を当てたまま、フォーカスエ

リアを測定したいポイントに移動し、電源ボ

タンを押します。レーザーが照射され、イン

ジケータボックスが現れると同時に測定距離

が LCD ディスプレイの上部に表示されます。



計測モード

1.
A
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external LCD display

2.

B

external LCD display

標準 - 標準モードは大きな物体までの距離を測定する際に標準モードをお勧め

致します。（図     ）素早く目標物までの距離を知るためには、1 回電源ボタン
を押すと 1 本のレーザーが出ます。あるいは電源ボタンを押したままにすると

レーザーが出たままになります。

P.A.T（Pin Acquisition Technolgy) - P.A.T. モードはピンフラッグまでの距離や

より狭い範囲を計測するのに最適です。標準と P.A.T. モードの間で留めるには

電源が入っている時に素早くモードボタンを 1回押します。

P.A.T. モードが作動している時、フラッグスティックアイコンが LCD ディスプ

レイの内部と外部の右側に表示されます（図      ）



計測モード

3.

 C

注意：
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4.

EZ モード - EZ モードはボタンを押すと 3秒間レーザーを続けて出すものです。

その間にもっとも近い対象物の距離でロックします。電源ボタンを短押しして

電源を入れます。その後、赤い EZ ボタンを短押しすると 3 秒間レーザーが出

ます。この間、レーザーはピンフラッグを横断し前後に動き、たやすくピンロッ

クします。（図　　）

EZモードをスキャンしている間は、測定値はより短い距離が計測されるとき

のみ変わります。これは木や他の障害物がバックグラウンドにあるとき、ピン

フラッグまでの距離を測るときに便利です。

測定単位をヤードからメートルへ変更するには、電源 ボタンがオンの状態

切り替わります。

からモードボタン（Ｍ）を3秒間長押しすると”Y”（ヤード）または”M”（メーター）に、



操作上の注意

1.

注意:

2.

3.

4.

レーザーの保管

メンテナンス

1.
2.
3. 極端に暑い/寒い気温のもとで保管しないでください (<50°F - >110° F).
4.
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最大測定範囲は目標物までの距離が 5 - 800ヤード、P.A.T.ピンモード測定距離が

5 - 275ヤードとなります。精度は±1ヤードとなります。

最大範囲にはいくつかの要因があり目標物の特徴や環境条件によります。

例えばより長く最大距離を測ることが出来る場合は、サイズが大きいもの、

明るい色、反射があるようなものです。測定可能かどうかは目標物までの

角度や光の条件もまた関係があります。

自動遮断 - 電池の寿命を保つために10秒以上使用されない場合は自動で電源が

遮断されます。

気象条件  - 激しい雨や深い霧の時には最大測定可能範囲が変わる場合があります。

防水性能 - IPX3

対眼レンズを直射日光にさらさないでください。

熱が溜まると内部ディスプレイの表面を傷めて

しまうことがあります。

磨くにはひっかき傷を作らないように柔らかくきれいな布だけを使用してください

液体に浸さないでください。あるいはクリーニング剤などは使用しないでください

使用しない時はキャリーケースに入れて保管してください
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レーザーレンジファインダーが正しくない測定を続けて表示する

・ レーザーの表示が希望の測定単位にセットされているか確認してください
（メーター/ヤード）

・ バッテリーの寿命が著しく低下した場合、レーザーの正確性に影響を与える

場合があります。

ローバッテリーアイコンが表示されていれば電池を交換してください

・ 小枝・葉・指などが視界を遮っていないか確認してください

いつごろ電池を交換するべきですか？

・ ローバッテリーアイコンが表示されたら電池を交換をしてください

・ レーザーレンジファインダーが不正確な測定を続けたら

・ 電源ボタンを押しても電源が入らない場合

接眼レンズをのぞくと視界がぼやける場合は？

・ 接眼レンズをまわして視度調整を使いフォーカスの明快度を調節してください

・ 小枝・葉・指などが視界を遮っていないか確認してください

・ 柔らかい清潔な布を使ってレンズを拭いてください

レーザーレンジファインダーの電池の種類は？

・ CR2 3Volt リチウムバッテリー

P.A.T. Modeはいつ使うべきですか？

・ ピンフラッグのような小さな目標を測定する場合に使います

・ 木やその他の物が背景にある物の距離を測定する際に使います

よくある質問
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© 2018 CALLAWAY GOLF COMPANY. Callaway Golf and the 
Chevron device are trademarks of Callaway Golf Company.

警告

レーザーレンジファインダーを使用中に絶対に直射日光や強烈な光を

見ないでください

レーザーレンジファインダーを人に向けたり狙ったりしないでください

レーザーレンジファインダーを目や顔に向けたり狙ったりしないでください

レーザーレンジファインダーを解体しないでください

レーザーレンジファインダーを液体に浸けないでください

レーザーレンジファインダーを非常に暑い/寒い温度で保管しないでください
（＜10℃ - ＞43℃ )

お問い合わせ

商品に関するお問い合わせは以下の電話番号またはホームページまでご連絡ください

株式会社マニューバーライン

http://www.callawaydmd.jp

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、祭祝日、年末年始等、当社指定期間を除く）



© 2018 CALLAWAY GOLF COMPANY. Callaway Golf and the 
Chevron device are trademarks of Callaway Golf Company.
IZZO Golf is an official licensee of Callaway Golf Company.




