表面
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使 い 方 ガ イド

電源を入れる

1秒以上長押し

電源を切る

2秒以上長押し

ペアリングモードにする

6秒以上長押し*

スイング（測定）
を開始する

軽く１回押し

＊ペアリングモードにするには、必ず本機が電源「切」の状態で操作ボタンを
６秒以上長押ししてください。

いつでもどこでもスマホでゴルフレッスン
3 D スイングセンサ ー

1

操作ボタンのはたらき
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内容物の確認

以下の内容物が含まれているかどうか、
開封後すみやかにご確認ください。
（ ）
内は数量。

本機を充電する

まず、本機を充電します。本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。本機の充電には、
お客様がお持ちのスマートフォンで使用しているＡＣアダプタやｍｉ
ｃ
ｒｏＵＳＢケーブルをお使いく
ださい。
ご注意
•スマートフォン用以外のＡＣアダプタやｍｉ
ｃ
ｒｏＵＳＢ変換
アダプタはお使いになれません。
•充電式電池の交換はできません。

３Dスイングセンサー（１）

①本機の充電端子のゴムキャップを外し、
スマートフォンのＡＣアダプタやｍｉ
ｃｒｏ
ＵＳＢケーブルのｍｉ
ｃｒｏＵＳＢプラグを挿
入します。

ホルダー（1）

②本機の充電ランプがオレンジ色に点灯
し充電を開始します。充電が完了すると
充電ランプが消灯します。

取り付けバンド
（2）※うち1は予備

③充電が完了したら本機からｍｉ
ｃｒｏＵＳＢ
プラグを外し、充電端子のゴムキャップ
をはめます。

使い方ガイド
（本書）
（1）

ご注意
・長い間使わなかったときは、
充電式電池の持続時間が短く
なることがあります。
何度か放電を繰り返すと充分に充電で
きるようになります。
・残量無しの状態から満量充電までには約3時間かかります。
•本機は防水仕様ではありません。
充電中以外は必ず充電端
子のゴムキャップをはめておいてください。
水が入ると故障
の原因になります。

取扱説明書/保証書

ストラップ（1）
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取扱説明書/保証書
（1）
簡単アプリケーションガイド
（1）

各部の名称とはたらき

■３Ｄスイングセンサー（以下、本機）
①操作ボタン
電源の入／切や、
スイング（測定）開始をおこないます。
②充電ランプ
充電中に点灯します。
③状態ランプ
本機の使用状況を表示します。
④充電端子（microUSB端子）
およびゴムキャップ
充電端子にACアダプタやmicroUSBケーブル等をつな
いで充電します。
ゴムキャップにより異物の侵入を防ぎ
ます。
⑤ストラップホール
付属のストラップを通します。

■ホルダー

②滑り止めシート部（黒色）
③ツメ

最初にお使いになる際は、本機とＡｎｄｒｏ
ｉ
ｄ™搭載スマー
トフォン*1を、接続相手としてＢ
ｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ*2でペアリング
登録する必要があります。一度登録すれば次回からは登
録する必要はありません。ペアリング未登録の場合、ス
マートフォン向け専用アプリケーション
（以下、本アプリ）
起動時にペアリングに関するガイダンスが表示され自動
的にペアリングを開始します。本項は、
この自動的なペア
リングができない場合にご参照ください。

ペアリング登録

ご注意
＊1 本アプリは、
Ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄ 2.3ｘまたは4.x以上かつSPPに対応して
いるスマートフォンにのみ対応しています。
それ以外のスマー
トフォン、
携帯電話およびiPhoneとは通信およびペアリング登
録はできません。
＊2 本機は、
Bluetooth 2.1+EDRに対応しています。

⑤

①本機とスマートフォンを近くに置きます。

①

②本機が電源「切」の状態で本機の操作ボタンを6秒以上

③

②

ランプの状態とはたらき

■充電ランプ
充電中です
充電されています

■状態ランプ

緑点灯

（ペアリング登録）

長押ししてペアリングモードにします。状態ランプが赤色
と緑色の交互点滅の状態がペアリングモードです。
ご注意

•ペアリングモードにするには、
必ず本機が電源
「切」の状態で操作ボタンを6
秒以上長押ししてください。
電源
「入」の状態で操作ボタンを6秒以上長押し
してもペアリングモードにはなりません。
•ペアリングモードを解除するには、操作ボタンを2秒以上長押しして一度電
源を切ります。

③スマートフォンの「Bluetooth」設定を
「ON（オン）」
にします。操作手順、設定方法はスマー
ください。

②つまみ部

赤１回点滅

Bluetooth設定する

トフォンの機種によって異なります。詳細は、
お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認

①リング部

消灯
赤２回点滅

①

①

■取り付けバンド

点灯（オレンジ色）
消灯（電源「入」時）

④
②
③

②

①装着部
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電源「切」の状態です
電源「入」の状態で、
スマートフォンと接続待機中です
電源「入」の状態で、
スマートフォンと本機の接続が完了している状態です
スイング（測定）開始可能な状態です

例： 設定 → Bluetooth → ON
設定 → 無線とネットワーク → Bluetooth設定 → ON

等

④スマートフォンの「Bluetooth」設定で「デバイスの検索」
または「デバイスのスキャン」
を実行して
ください。スマートフォンの「Bluetooth」機器の画面に、検出された機器の一覧がされます。本機
は
「Fullmiere（＋数字8桁）」
と表示されます。

例：

設定

→

Bluetooth

→

検出された機器

設定

→

無線とネットワーク →

→ Ｆｕ
ｌ
ｌｍｉ
ｅｒｅ
（＋数字８桁）

Bluetooth検索

→ Ｆｕ
ｌ
ｌｍｉ
ｅｒｅ
（＋数字８桁） 等

⑤「Ｆｕ
ｌ
ｌｍｉ
ｅｒｅ
（＋数字８桁）」が表示されたら、本機に記載のある数字８桁の番号（製造番号）
を

タップ、選択してペアリング登録をします。
「Ｆｕ
ｌ
ｌｍｉ
ｅｒｅ
（＋数字８桁）」が表示されないときは、
①からやりなおしてください。

裏面
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ゴルフクラブに装着する

使ってみる

①本機の操作ボタンを1秒以上長押しして電源を

①まず、
ゴルフクラブのシャフトやグリップの汚れを

入れます。電源が入ると状態ランプが赤２回点滅

きれいにふき取ります。ワックスを塗っている場

状態となり、スマートフォンとの通信待機状態と

合はワックスを落とします。

なります。

ご注意

ご注意

•必ず汚れ（油、土、砂、埃、ゴミ等）をふき取ってください。汚
れが残っていると、ホルダーを取り付けた際、シャフトやグ
リップに傷が付くおそれがあります。
•ワックスが塗ってあるとホルダーが滑り、正しく計測できま
せん。
•水で濡れている場合は水分をよくふき取ってください。

•電源「切」の状態で操作ボタンを6秒以上長押しすると、本機は
ペアリングモードになります。ペアリングモードを解除するに
は、操作ボタンを2秒以上長押しして一度電源を切ります。その
後再度操作ボタンを1秒以上押して電源を入れてください。
（「４．操作ボタンのはたらき」
をご参照ください。）
•本機とスマートフォンの通信接続可能距離は見通しのよい場所
で約１０ｍです。それ以上離れると接続や通信ができません。
•本機の実使用時間（常温）は、満量充電された状態で約４時間で
す。
•本機の電源を入れた後、操作をしない状態のまま約１０分経過す
ると、電源は自動的に切れます。

②ホルダーをゴルフクラブのシャフトおよびグリッ
プ上に取り付けます。
このとき、ホルダー裏面の

滑り止めシート部（黒色）がシャフト側に接するよ

うに付けてください。

②スマートフォンの本アプリを立ち上げます。本ア

③ゴルフクラブのセンターとホルダーのセンター

プリの操作画面で
「フルミエル」
を選択し、本アプ

が合うように位置を調整します。

リ側の操作手順に従って操作してください。

※本アプリのインストール方法については、同梱の
「簡単アプリケーションガイド」
をご覧ください。

④取り付けバンドでホルダーをしっかりと固定しま
す。取り付けバンドのリング部をホルダーのツメに

③本アプリ側の準備が完了すると、本機の状態ラン

かけ、つまみ部を引っ張って反対側のツメに引っか

プが赤２回点滅から赤１回点滅に変わります。
こ

けます。

れで本機と本アプリが接続中の状態になり、準備
ができました。

④本機の操作ボタンを１回軽く押し、状態ランプが

緑点灯の状態になっていることを確認してから、

ご注意

スイングしてください。

このとき、
取り付けバンドのつまみ部を指で持って引っ張って
ください。
リング部にお客様の爪をかけて引っ張ると、
爪がは
がれたり折れたり、
けがをするおそれがあります。

ご注意
•本機の状態ランプが緑点灯の状態（測定開始可能）
になってから約３分以上スイングしないと、本機はタイムアウトして自動
的に赤１回点滅の状態になります。その場合は再度④からやりなおしてください。

•強い打撃（ダフリ）の際は正しく測定できません。再度④からやりなおしてください。なお強い打撃（ダフリ）
をしたときは本
機を付けた位置がずれていないか確認してください。正しい位置に装着されていないと正確に測定できません。

⑤本機のストラップホールに、
付属のストラップを取
り付けます。

⑤スイングが終わると、本機の状態ランプは赤１回点滅の状態になります。次のスイングをす
るときは、本アプリ側の測定開始準備ができていることを確認し、④の手順からおこなって

⑥ストラップをゴルフクラブのグリップに通します。

ください。
ご注意

ご注意

スイング後、赤２回点滅になった場合は、②の手順からやりなおしてください。

ストラップは必ずグリップに通してください。
スイングの際に
本機がホルダーから外れたり落下したりして故障するのを防
ぐとともに、人や物に当たる等の危険を防ぎます。

⑥使用後は、本機の操作ボタンを2秒以上長押しして電源を切ります。状態ランプが消灯します。
⑦使用後は本機の充電をおこなってください。充電方法は
「５.本機を充電する」
をご覧ください。
⑦本機をホルダーに装着します。
ホルダー中央の装
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着部に、
本機裏面中央の装着部を合わせ軽くはめ
ます。
ご注意

故障かな?と思ったら

電源が入らない

装着の際は本機の向きにご注意ください。逆向きでは取り

→本機の充電はできていますか？

付けることができません。

ペアリングモードにならない
→本機が電源「切」の状態で6秒以上長押ししていますか？

⑧本機をスライドさせ、
カチッとなるまでしっかりと
装着します。

カチッ

ペアリングができない
→本機はペアリングモードになっていますか？
→本機とスマートフォンは近くに置かれていますか？
→スマートフォンのＢ
ｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ設定は
「ＯＮ
（オン）」
になっていますか？
測定できない/測定エラー
→本機の状態ランプは緑点灯になっていますか？
→ペアリング登録は完了していますか？
→本アプリは起動されていますか？
→本アプリの準備はできていますか？

⑨本機を装着したらゴルフクラブを握り、上（自分）

→本機がペアリングモードになっていませんか？
→本機は正しくシャフトに装着されていますか？

から見てセンターに正しく装着されていること

スイングの際、
ホルダーから本機が外れてしまう

を確認します。センターになっていない場合は、

→ホルダーに本機を付ける際、
カチっというまでしっかり装着していますか？
「７．
ゴルフクラブに装着する」の

②から再度やりなおしてセンターになるよう取
り付けてください。

手順を確認してください。
ホルダーが取り付け位置からずれてしまう
→ホルダーや本機の取り付け方法は正しいですか？
「７．
ゴルフクラブに装着する」の手順を確認してください。
本機をホルダーに装着できない

⑩最後にゆるみやがたつきがないかを確認します。

→ホルダーや本機の取り付け方法は正しいですか？
「７．
ゴルフクラブに装着する」の手順を確認してください。

ある場合は、本機を一度ホルダーから外し、再度
カチッとなるまでしっかりと装着しなおしてくだ
さい。
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