
사용설명서

取扱説明書



2

FineCaddieをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品のご使用の前に必ず本取扱説明書をお読みください。 
製品寿命は、正しい使い方と比例し、不適切な使用は、製品の故障の原因となることがあります。
この資料では、  モデルを基準に作成されています。ご購入されたモデルによっては取扱説明書に記載された機能
に制限がある場合があります。
本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。
取扱説明書の内容と図は、ソフトウェアのバージョンに応じて異なる場合があります。 

保証及びサポート
•   本製品のソフトウェアは、最新のバージョンに更新することができます。アップデート方法と、最新バージョンのソフトウェア は、 
     www.fine-gps.comを参照してください。
    取扱説明書の最新版もwww.fine-gps.comで閲覧、ダウンロードすることができます。
•  株式会社FINE DIGITAL INC.は、非正規販売ルートで販売された製品について、お客様のお手元に届くまでの取り扱い状況を把握
   できかねますため、その製品の品質を保証することができません。 このような製品に対し、メーカー保証は一切ご提供されません。
•   (株)FINE DIGITAL INC.は、本取扱説明書、本製品を使用したことにより生じたお客様の損害、逸失利益、または第3者のいかなる
   請求につきましても一切その責任を負いかねます。 また故障・修理およびその他の理由によるお客様の内部データが消失する   
   等のお客様の損害、逸失利益につきましても一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。

著作権及び商標権
本書は著作権法により保護されており、すべての権利は法的な保護を受けています。
著作権法で許可されている場合を除き、本取扱説明書のいかなる部分も(株)FINE DIGITAL INC.の書面による事前の同意なしに写真
の複製、コピー、変更、および翻訳することはできません。
•   ロゴは(株)FINE DIGITAL INC.の登録商標です。

  お知らせ

株式会社FINE DIGITAL INC.
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発熱、火災、爆発などの危険を伴うことがありますので、次の事項を順守し
てください。

1.  火気に近づけないでください。(電子レンジに入れないこと)
2.  夏季には自動車内に放置しないでください。
3.  高温多湿な場所では保管、または使用しないでください。(風呂場など)
4.  改造/修理/分解をしないでください。
5.  高いところから落とすなど、強い衝撃を与えないでください。
6.  50℃以上の高温に晒さないでください。
7.  湿気の多いところで使用、保管をしないでください。
8.   肉眼でバッテリー部品の問題が識別できる場合、すぐにお客様ご相談センターに
     お問い合わせください。
9.  電源を入れた状態で密閉された空間に長時間保管しないでください。
10.  分解、圧着、貫通などの行為を行わないでください。

  安全のための注意事項

[警告]
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1. FineCaddieの正しい使い方

1. GPS受信のための正しい使い方

2. 構成品の確認

3. 構成品の着用及び組み立て手順

4. 正しい充電方法
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  1. FineCaddieの正しい使い方

1. GPS受信のための正しい使い方

[ 正しくない例 ]

GPS受信部

[ 正しい例 ]

-  FineCaddieを起動してから、すばやいGPS受信のために 「正しい例」の通りFineCaddieを持ち、GPS受信、ゴルフ場検索が終了
   するまでお待ちください。

-  手首や腰ベルト着用する場合は、GPS受信の完了後、手首、腰ベルトに装着してください。

-   FineCaddieを上着、またはズボンのポケットに入れて使用しないでください。 GPS受信感度が非常に低くなる可能性があります。
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2. 構成品の確認
 基本構成品

製品を開封して、次の品目を確認してください。

[ファインキャディ]
(FineCaddie)

[リストバンド]
(別売品)

[充電ケーブル] [FineCaddie 取扱説明書]

  1. FineCaddieの正しい使い方

構成品が不足している場合は購入先にお問い合わせください。
弊社のお客様ご相談センターは構成品の不足に関する問い合わせには対応しておりません。
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3. 構成品着用と組み立て手順
 帽子に着用する方法

  1. FineCaddieの正しい使い方
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3. 構成品の着用と組み立て手順
 リストバンドの組み立て方法

① リストバンドから固定用ピンの取り外し

Wrist band

Fixing pin

  1. FineCaddieの正しい使い方

 リストバンド

固定用ピン
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3. 構成品の着用と組み立て手順

Check the clip direction

 リストバンドの組み立て方法
② リストバンドにFineCaddieを差し込む

クリップ方向の確認

  1. FineCaddieの正しい使い方
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固定用ピンに表記されているLOCKの文字が上になるように差し込んでください。
「カチッ」という音がするまで押してください。

3. 構成品の着用と組み立て手順

LOCK

 リストバンドの組み立て方法
③ リストバンドに固定用ピンを差し込む

  1. FineCaddieの正しい使い方
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3. 構成品の着用と組み立て手順
 リストバンドの組み立て方法

④ リストバンド組み立て完了

  1. FineCaddieの正しい使い方
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  1. FineCaddieの正しい使い方

4. 正しい充電方法
 充電方法

① PCのUSB端子経由もしくはスマトフォンの充電器を利用して充電できます。
② 下記の図のように、FineCaddieを付属のUSBケーブルでPCもしくは充電器に接続して充電を行います。

本製品には充電器が付属しておりません。



2. FineCaddieの使用開始  

1.  ボタンの説明

2.  メイン画面(グリーンビュー) 説明

3.  開始

4.  終了

5.  グリーンビュー

6.  ハザードビュー/バンカービュー/飛距離ビュー

7.  飛距離の測定

8.  シミュレーションラウンド
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1. ボタンの説明

2. メイン画面(グリーンビュー)に関する説明
パー情報  /  メートル / ヤード

  /  左グリーン/右グリーン
                         (1グリーンの場合は左グリーン)
   バッテリーの残量

   GPS受信感度

グリーン奥までの距離

グリーンセンターまでの距離

グリーンエッジまでの距離

  

 
 

 

ダイナミックグリーンビュー

ホール情報

  2. FineCaddieの使用開始 

電源ボタン

メニューボタン

ボリュームボタン

ボイスボタン

ボタンの説明 短押し 長押し

電源ボタン バックライト 電源On・Off

メニューボタン 画面の移動/選択 メニュー

ボイスボタン 残りの距離の案内/
取り消し

飛距離測定のスタート/
終了

ボリューム+ボタン ボリュームアップ/
大きく

左•右グリーンの
切り替え

ボリューム-ボタン ボリュームダウン/
小さく

メートル•ヤードの
切り替え

ボリューム+-ボタン - ピン位置の変更
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3. 使用開始

4. 使用終了

 電源オン
①  FineCaddie 左上の電源ボタンを長押ししてグリーンビュー 画面(メイン画面)が表示されるまで自動作動

 言語設定(注1)

①   ボリュームボタンを押して希望の言語に移動
②   メニューボタンを押して保存し、[OK]に移動
③   メニューボタンを押して確認後終了

 電源を切る
①  FineCaddie 左上の電源ボタンを長押しすると電源がオフになります。

(注1) 言語設定画面は初めて使用する時のみ表示されます。 
       サポートする言語は今後も引き続き追加される予定です。
(注2) GPS受信ができない場合(室内等)では「GPS受信中」状態で待機することになります。 
       GPS受信後、ゴルフ場ではない場合には「ゴルフ場の検索中」状態で待機することになります。

＜イントロ＞ ＜言語設定＞(注1) ＜GPS受信中＞ ＜ゴルフ場の検索中＞ ＜ティーボックス 移動案内＞ ＜グリーンビュー＞(注2)

   
 or  

  2. FineCaddieの使用開始 
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5. グリーンビュー

 距離案内
①  ボイスボタンを押すとグリーンエッジ、グリーンセンター 、グリーン奥までの残り距離を音声で案内します。

 ダイナミック グリーンビュー
① ユーザーの位置に合わせてリアルタイムでグリーンが回転しながら正確なグリーンのエッジ・センター・奥までの距離を案  
     内します。

ユーザが
左へ移動

  2. FineCaddieの使用開始 

▶ グリーン奥までの残り距離
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6. ハザードビュー/バンカービュー/飛距離ビュー

 ハザードビュー： ハザードまでの距離確認
    グリーンビュー 画面でメニューボタンを押すと一番近いハザード手前と奥までの距離を音声で案内します。
 バンカービュー : 一番近いバンカーまでの距離の確認
       ハザードビュー画面でメニューボタンを押すと一番近い左バンカー/右バンカー 手前までの距離を音声で案内します。
飛距離ビュー :現地点までの飛距離の確認
      バンカービュー画面でメニューボタンを押すと飛距離測定中画面へ移動します。
 時計ビュー：現在の時間と移動距離を確認
      バンカービュー、飛距離ビューでメニューボタンを押すと、時計ビューの画面に移動します。

1  ハザード奥までの残り距離
2  ハザード手前までの残り距離

1    バンカー手前までの
      残り距離

1  現地点までの飛距離

＜ハザードビュー＞ ＜バンカービュー＞ ＜飛距離ビュー＞

 画面の説明

(注1) すべての画面でボイスボタン( )を押すと、グリーンビューに移動します。
(注2) 飛距離測定を開始した場合にだけ、画面が表示されます。

1
1

  2. FineCaddieの使用開始 

<グリーンビュー> <ハザードビュー>(注1) <バンカービュー>(注1) <飛距離ビュー>(注1)(注2) <時計ビュー>(注1) <グリーンビュー>

 画面の移動方法

1

2
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7. 飛距離測定

 飛距離の測定方法
   ①    測定スタート：グリーンビュー画面でボイスボタンを長押しすると飛距離測定がスタートします。
   ②     測定の終了と再スタート：グリーンビュー画面でボイスボタンを長押しすると現在の位置までの飛距離測定結果を表示し、
         新たに飛距離測定がスタートします。

Tip.  ティーボックスでティーショット前にボイスボタン( )を長押しして、飛距離測定をスタートしてください。
        ボールの落下地点でボイスボタン( )を押すと飛距離を確認することができます。
(注1) 次のホールへ移動する際に飛距離測定は、自動的に終了します。

＜飛距離測定のスタート＞ ＜飛距離測定の終了と再スタート＞(注1)

長押し 5秒 長押し

  2. FineCaddieの使用開始 
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8. シミュレーションラウンド

 シミュレーションラウンドとは？
•  ゴルフ場以外の場所でユーザがFineCaddieの全ての機能を予め体験することができるモードです。
    GPS測位の必要がないので室内でも使用可能です。
•   シミュレーションラウンドが開始されると、ユーザーは実際ホールでラウンドして移動しているかのように、リアルタイムに距離
    が変化する画面を見ることができます。(約5分間)
•  各種ボタンを押して各機能を体験してください。
•   グリーン周辺ではユーザがグリーン周辺を一回りするようにグリーンビューがリアルタイムで回転するダイナミックグリーンビューが
   表示されます。
•  シミュレーションラウンド機能で自分に適したオプションを先に設定してください。(メートル/ヤード)

 使用方法
①   すべてのビュー画面でメニューボタンを長押しすると環境設定画面へ移動します。
②     ボリュームボタンを使用してシミュレーションラウンド項目へ移動します。

       メニューボタンを利用してシミュレーションラウンドを選択、開始します。
*  シミュレーションラウンドを選択すると自動的に本機が再起動し、シミュレーションラウンドが開始されます。
   シミュレーションラウンドが終了すると、自動的に本機が再起動され、GPS受信中の画面へ移動します。

  2. FineCaddieの使用開始 



3. FineCaddieの設定

1.  メニュー画面への移動方法

2.  ピンの位置の変更

3.  左右グリーンの切替

4.  メートル・ヤードの切替

5.  手動ホールの変更

6.  リセット(Reset)

7.  エラーコード

8.  バージョン

9.  時間帯(タイムゾーン)の設定

10.  言語設定
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1. メニュー画面への移動方法

＜グリーンビュー＞ ＜メニュー＞ ＜ピンの位置の変更＞

＜手動ホールの変更＞

＜メートル・ヤード切替＞

＜左・右グリーンの切替＞

＜言語設定＞

＜その他＞

＜シミュレーションラウンド＞

＜バージョン＞

長く

  3. FineCaddieの設定

上下に移動
上へ
下へ

ショートカット
長押し

＜時間帯設定＞(注1)

ショートカット
長押し

ショートカット
同時に長押し

(注1) 必ずGPSの受信終了後、時間帯を
       設定してください。
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  3. FineCaddieの設定

2. ピンの位置の変更

3.左・右のグリーンの切替(注2)

1. ショートカットキーの使い方
ショートカットキー(同時に長押し) : すべてのビュー画面でボリュームボタン2個(＋と－)を同時に長押しすると自動的にピンの
位置変更画面へ移動します。

2. メニューの使い方
①   すべてのビュー画面でメニューボタンを長押しすると環境設定画面へ移動します。
②    ボリュームボタンを使用してピン位置変更メニューへの移動します。
      メニューボタンを押して当該画面(画面1)に入ります。
③   ボリュームボタンを使用してピン位置を変更します。
④   メニューボタンを押して変更を保存・終了します。
      ボイスボタンを押すと保存しないで終了します。
(注1) ピン位置を変更をした場合、グリーンセンターではなく指定されたピンまでの残り距離を案内します。

1. ショートカットキーの使い方
ショートカットキー( 長押し):すべてのビュー画面でボリュームボタン(+)を長く押すと画面の上段にある当該アイコンのみを
切替できます。
(     )

2. メニューの使い方
ⓛ  すべてのビュー画面でメニューボタンを長押しするとメニュー画面へ移動します。
②   ボリュームボタンを使用して左右グリーンの切替メニューに移動します。
      メニューボタンを使用して当該画面(画面2)を選択します。
③   ボリュームボタンを使用してユーザの希望するグリーンに切替えます。
④   メニューボタンを押して保存・終了します。
      ボイスボタンを押すと保存せずに終了します。
     (注2) １グリーンの場合：左グリーンが表示され、メニューを使用しても左右グリーンの変更画面へ移動しません。

1  ホール番号
2   グリーンセンターまでの 

 残り距離(注1)

1

2

＜ピン位置の変更＞(画面1)

左・右のグリーンの切替(注2)
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4. メートル・ヤードの切替

5. 手動ホールの変更

6. リセット(RESET)

1. ショートカットキーの使い方
     ショートカットキー（長押し) : すべてのビュー画面でボリュームボタン(-)を長押しすると画面の上段にある当該のアイコンが
     変更されます。(     )
2. メニューの使い方

①  すべてのビュー画面でメニューボタンを長押しするとメニュー画面へ移動します。
②    ボリュームボタンを使用して、「その他」メニューへ移動します。    

  メニューボタンを押して、「その他」のメニューを選択します。
③  メニューボタンを使用して、該当画面(画面1)を選択します。
④   ボリュームボタンを使用してユーザの希望する単位に変更します。
⑤   メニューボタンを押して保存・終了します。
      ボイスボタンを押すと保存しないで終了します。

1. メニューの使い方
①  すべてのビュー画面でメニューボタンを長押ししてメニュー画面へ移動します。
②    ボリュームボタンを使用してホールの手動変更メニューへ移動します。
      メニューボタンを使用して当該の画面(画面2)を選択します。
③   ボリュームボタンを使用して、ユーザの希望するホールに変更します。
④   メニューボタンを押して保存・終了します。
      ボイスボタンを押すと保存しないで終了します。

  FineCaddieの使用中に急に動作が停止したり、または正常に働かない場合、電源ボタンを8秒間押すと再起動します。

＜メートル・ヤード変更＞(画面1)

＜手動ホールの変更＞(画面2)

  3. FineCaddieの設定
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7. エラーコード

8. バージョン

  端末機のアップデート後にFineCaddieが正常に作動しない場合、FineCaddieにエラーコード画面が表示されます。

    この場合、FineCaddieイージーダウンローダを用いて端末機をもう一度アップデートしてください。

    • 万一エラーコードが続けて表示される場合、お客様ご相談センターまでお問い合わせください。

 FineCaddieのシリアルナンバー、ファームウェアバージョン、ゴルフ場のデータバージョン情報が表示されます。

  3. FineCaddieの設定

  データベース Ver. : FineCaddieのゴルフ場データバージョン

  FW Ver. : FineCaddieのファームウェアバージョン

  S/N：FineCaddieのシリアルナンバー
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9. 時間帯(タイムゾーン)の設定(注1)

■ メニュー構成

① 時間帯の設定
② DST(サマータイム) ON/OFF設定

■ メニューを利用する方法

①    すべてのビュー画面でメニューボタンを長押ししてメニュー画面へ
      移動します。
②     ボリュームボタンを使用して「その他」メニューへ移動します。  

 メニューボタンを押して「その他」その他のメニューを選択します。 
③     ボリュームボタンを使用して時間帯ーンメニューへ移動します。

 メニューボタンを押して該当画面(画面1)を選択します。

■ 使用方法

①     ボリュームボタンを使用して、時間帯へ移動します。
②    メニューボタンを押して保存後、DST(サマータイム)の設定画面に
      入ります。

③     ボリュームボタンを使用してDST(サマータイム)  
      ON/OFFの設定をおこないます。
④   メニューボタンを押して保存・終了します。

④     ボリュームボタンを使用してユーザーが希望  
      する時間帯へ変更します。
⑤   メニューボタンを押して、保存・終了します。

 ボイスボタンを押すと保存しないで終了します。

＜時間帯の設定＞(画面1) ＜DST(サマータイム)の設定＞

(注1) 必ずGPSの受信が終了後、時間帯を設定してください。

  3. FineCaddieの設定
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9. 時間帯(タイムゾーン)の設定(注1)

■ 時間帯

UTC City

-10:00 Hawaii

-09:00 Alaska

-08:00 USA(PT)

-07:00 USA(MT)

-06:00 USA(CT)

-05:00 USA(ET)

-04:00 USA(AT)

-03:00 São Paulo, Buenos Aires

-02:00 Brasilia

+00:00 London

+01:00 Berlin, Paris, Rome

+02:00 Athens, Cairo, Helsinki

+03:00 Moscow, Kuwait

+04:00 Dubai

+05:00 Islamabad

+07:00 Bangkok

+08:00 Beijing, Hongkong, Singapore, Taipei

+09:00 Seoul, Tokyo

+10:00 Brisbane, Guam

+11:00 Sydney

+12:00 Fiji

  3. FineCaddieの設定
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10. 言語設定
■ メニューの使い方

①   すべてのビュー画面でメニューボタンの長押しでメニュー画面へ移動します。
②    ボリュームボタンを使用して「その他」メニューへ移動します。 

 メニューボタンを押して「その他」のメニューを選択します。 
③    ボリュームボタンを使用して言語設定のメニューへ移動します。 

 メニューボタンを押して該当画面(画面1)を表示します。
④    ボリュームボタンを使用してユーザーが希望する言語に変更します。
⑤   メニューボタンを押して、保存・終了します。

 ボイスボタンを押すと保存しないで終了します。

＜言語設定＞(画面2）

  3. FineCaddieの設定



4. アップデート方法
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  4. アップデート方法

① FineGPSのウェブサイト(www.fine-gps.com)にアクセスします。
② 最新のバージョンの確認方法 : (FineCaddieの「メニュー＞その他＞バージョン」でも確認できます。)

① [FineGPSホームページ(www.fine-gps.com)>お客様サポート>ゴルフGPSの更新>更新方法の案内]に進みます。

②  お客様サポート＞ゴルフGPSの更新＞更新方法の案内で(  )をクリックしてください。

1. アップデートバージョンの確認

2. FineCaddieのEZダウンロードの設置
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  4. アップデート方法

③ ポップアップが表示されたら「実行」をクリックしてください。

④「このソフトウェアを実行しますか？」で「はい」をクリックしてください。
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  4. アップデート方法

⑤ ｢次へ｣をクリックしてください。 ⑥ ｢�次へ｣をクリックします。(デフォルトで指定された場所に
     インストールすることをお勧めします。)

⑦  その他詳細、適用を確認後、｢次へ｣をクリックしてください。



33

  4. アップデート方法

⑧  インストールの準備完了で、「インストール」をクリック
    してください。

⑩ FineCaddieのEZダウンロードが自動更新されます。
!   ファームウェア、ゴルフ場データベースがアップデートされ

るのではなく、FineCaddieのEZダウンロードのプログラムが
最新バージョンに更新されます。

⑨ インストール完了が表示されたら「完了」をクリックして
     ください。
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  4. アップデート方法

⑪ パソコンにFineCaddie EZ downloaderのインストールが終了すると下の図の通り[FineCaddie EZ downloader]画面が表示されます。
!   FineCaddie EZ downloaderのアイコンがデスクトップに表示されます。
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  4. アップデート方法

3. アップデートの実行
① FineCaddieの電源を入れ、PCとUSBケーブルで接続するとFineCaddieのEZダウンロードが自動実行されます。

!   電源を入れない状態でPCとUSBケーブルで接続した場合は、充電中の画面が表示されます。 この時点で、電源を
      入れるとFineCaddieのEZダウンロードが自動実行されます。
!   FineCaddieが接続されていない状態では、パソコンのデスクトップにあるFineCaddieでEZダウンローダアイコンを 

      実行してください。
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  4. アップデート方法

② FineCaddieとパソコンが接続されると、モデル項目にFineCaddieのモデル名が表示されます。
FineCaddieが接続、認識されたら[FineCaddieのアップデート]から[アップデートスタート]をクリックします。
!   最新のソフトウェアとゴルフ場データベースがFineCaddieにインストールされている場合、[アップデートスタート]が無効に

      なっています。
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  4. アップデート方法

③ ファームウェア、ゴルフ場のアップデートが実行されます。
     !   アップデートの時間はパソコン性能とインターネットの速度によって異なります。
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  4. アップデート方法

④ [アップデート終了]画面でUSBケーブルをFineCaddieから取り外すと、自動で再起動されアップデートが完了します。



<端末取り外し前> <端末取り外し後>
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  4. アップデート方法
⑤  FineCaddieを取り外すと自動的にアップデートが実行されます。

!    ただし、この画面は、ファームウェアのアップデートが発生 
  した場合にのみ表示されます。

⑦ FineCaddieが正常起動すれば、アップデートは終了です。

⑥  FineCaddieのアップデートが完了すると、8秒後に自動的に 
 起動されます。

      !    ただし、この画面は、ファームウェアの更新が発生した   
             場合にのみ表示されます。



5. 付録

1. 製品保証書
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1. 製品保証書

※ 株式会社FINE DIGITAL INC.は、品目別の当社補償規定に従って、下記の通り製品保証を行います。

※  無償補償の可否は請求日から7日以内にお知らせします。故障に対する修理は通知日から14日以内に行われます。
※ 商品のごお買い上げの日の確認ができない場合、製造年月日または輸入通関日から3ヶ月が経過した日から、品質保証期間を起算します。 

製品保証書

  5. 付録

製品名 FineCaddie

Serial No.

お買い上げの日 年      月      日

販売店情報

保証期間 お買い上げの日から1年
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