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この度は「ゴルフバディーCT2」をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。
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同梱物
● CT2本体

● CT2専用充電器

● ストラップ（長さ調整可）

● クイックスタートガイド

● 保証書

本機はＧＰＳ機能を搭載した多機能ゴルフナビです。プレーヤーの好みに合わせて、
ゴルフウェアのポケットやゴルフバッグに装着することができます。

また本機には、他のすべてのゴルフバディー製品同様、
世界130ヶ国以上の約38,000コースが事前登録済です。
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1ボタンの名称と画面表示

1.1 ボタンの名称

1.2 画面表示

① ホールナンバー
② 左/右グリーン（L=左、R=右、2グリーンコースのみ表示）
③ パー情報
④ 距離単位（M=メーター、ヤードの場合は表示されません）
⑤ バッテリー残量
⑥ グリーンセンター
⑦ グリーンフロント
⑧ グリーン奥
⑨ ダイナミック・グリーンビュー

① 時刻
② 曜日
③ 日付
④ バッテリー残量
⑤ AM/PM

時刻/日付画面 残り距離表示画面 距離/グリーン形状画面

電源ボタン

OKボタン

アップボタン

ダウンボタン

① ② ③④
⑤

⑦
⑧

⑥

⑨

① ③
⑤

⑧

⑥

⑦

④

③
⑤

①

②
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2事前準備

2.1 電源オン/オフ
電源をオン（またはオフ）にするには、
本機左下の「電源ボタン」     を約3秒間長押しします。

2.2 充電

2.3 時刻設定

本機を充電するには、同梱のゴルフバディーCT2専用充電器を
左図のように取り付けます。まず充電器側両端の長目のピン
（シルバー）を本機裏左側のガイド用ホール（シルバー）にはめ込
みます。次に充電器側の4本ピン（ゴールド）が、本機裏側の充電
用端子（ゴールド）にきっちりと入っていることを確認してくださ
い。充電はコンピュータもしくは電源コンセント（ACアダプター
が必要）から可能です。
充電が開始されると、画面に右図のように充電アイコンが表示
され、画面右上角のバッテリー残量アイ
コンが充電中を表示します。充電が完
了すると画面右上角のバッテリー残量
アイコンがフルになります。
*充電時間：約2～3時間、持続時間：
約17時間=使用状況により異なります。

本機はサテライト信号を受信すると自動で時刻が設定されます（サテライト信号の受信は屋外でお試しください）。
また手動で時刻設定をするには、時刻モード（時刻が表示されている画面）で、本機右下の「ダウンボタン」    を約
2秒間長押しすると時刻設定画面に切り替わります。本機右横の「ダウンボタン」    もしくは「アップボタン」      を
押して、ご希望の国のタイムゾーン（日本は+9：00）に設定します。タイムゾーンの設定が完了すると、UTCコード
（黒く反転）の下部に正しい時刻が設定されていることを確認してください。 
*ご注意：「分」は自動で設定されるため、手動での操作はできません。
曜日表記：英語（初期設定）もしくはフランス語表記が選択できます。曜日表記をフランス語に変更するには、上記
でタイムゾーンを設定した後、本機左上の「OKボタン」     を短押します。カーソルが曜日アイコンに移動します
ので、本機右横の「ダウンボタン」    もしくは「アップボタン」     を押してフランス語表記          に設定し本機
左上の「OKボタン」　  を押します。
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時刻モード画面 時刻設定画面
④
②

①

③

2.4 時刻モード画面

時刻モード画面で、本機左下の「電源ボタン」      を短押しすると（長押しすると電源
がオフになりますのでご注意ください）左図のようにアナログ表示に切り替わります。
もう一度本機左下の「電源ボタン」      を短押しするとデジタル表示に戻ります。

時刻モード画面で、本機右上の「アップボタン」     を押すと日の出/日の入り時刻が
表示されます（ただし本機がサテライト信号を受信中に限られます）。本機右上の
「アップボタン」     を2回押すと時刻モード画面に戻ります。
*ご注意：日の出/日の入り時刻は24時間表記になります。

12/24時間表記：12時間もしくは24時間表記が選択できます。上記で曜日表記を設定した後、カーソルが12/24
時間表記アイコン              に移動しますので、本機右横の「ダウンボタン」    もしくは「アップボタン」      を
押して12または２４を選択し、本機左上の「OKボタン」     を押します。

DST設定：上記で12/24時間表記を設定後、カーソルがDST設定アイコン                 に移動しますので、本機
右横の「ダウンボタン」    もしくは「アップボタン」     を押してチェックを入れ、本機左上の「OKボタン」      を押します。
（DST: Daylight Savings Time=夏時間設定モードで夏時間を採用している国および地域でのみ有効です）

① UTCタイムゾーン
② 曜日表記
　 「MON」=英語、「LUN」=仏語
③ 12/24時間表記
④ DST設定（     DST オン）設定

アナログ表示

日の出/日の入り時刻



3基本操作

3.1 メインメニュー

プレーモードへの切り替え

ゴルフコース検索 スタートホール移動 グリーンまでの距離 グリーンまでの距離
（センターのみ）

プレーモード トラッキングモード

時刻モード システム情報
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時刻モード画面で、本機左上の「OKボタン」      を約2秒間長押しすると、下図のメインメニューが表示されます。
本機右横の「アップ/ダウンボタン」     /    を使ってご希望のメニューにカーソルを移動します。

DCBA

上図のメニュー画面が表示されると、メニュー画面左上の「プレーモードアイコン」      が反転していますので、
そのまま本機左上の「OKボタン」     を短押ししてください。画面がプレーモードに切り替わり、サテライト検索
を開始します。本機がサテライト信号を受信すると下図Aの「ゴルフコース検索中」アイコンが表示され、プレー
されるゴルフコースが自動認識されます。コースが認識されると下図Bの「ホール移動」アイコンが表示されま
すので、スタートされるホールへお進みください。本機がホールを認識すると下図C、Dのように、グリーンまで
の距離が表示されます。お好みに合わせてC（グリーンセンター、フロント、奥までの距離）またはD（グリーン
センターまでの距離のみ）が選択可能です。画面をCまたはDに切り替えるには、本機左下の「電源ボタン」 　
と本機右下の「ダウンボタン」    を同時に約2秒間長押しします。
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3.2 その他画面設定

自動時刻表示

ダイナミック・グリーンビューおよびピン位置設定
（W=グリーン幅、D=グリーン奥行）

プレーモード画面で本機左上の「OKボタン」      の短押しをすると、下図A ,B ,C ,のように画面を切り替える
ことができます。

本機はグリーンセンターから20ヤード以内になると、自動的に「グリーン上」アイコン
が表示されます。また同時に時刻が表示されます。

プレーモード画面で本機左下の「電源ボタン」　　を短押しすると（長押しすると電
源がオフになるのでご注意ください）、ダイナミック・グリーンビュー画面が表示され
ます。この画面でピン位置の設定も行うことができます。

ダイナミック・グリーンビュー画面上で、本機右側の「アップ/ダウンボタン」     /    を使ってピン位置の変更が
できます。（ご注意：ここで言うピン位置とはあくまでも見た目での位置になります。また、ボタン操作で移動する
地点「+」は当社が決めた任意の地点で、実際のピン位置とは異なります。）プレーモード画面に戻るには、本機
左上の「OKボタン」 　  を短押しします。
*2グリーンが使用されているコースでプレーされる場合、上記ダイナミック・グリーンビュー画面上でグリーンの
左（L）右（R）の切り替えができます。ダイナミック・グリーンビュー画面上で、本機右下の「ダウンボタン」    を約
2秒間長押しすると、グリーンを左（L）から右（R）、またはその逆、に切り替えることができます。

ダイナミック・
グリーンビュー

センターまでの
距離と時間

センターまでの距離と
現在までのプレ－時間
及び移動距離

CBA

ピン位置設定
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3.3 飛距離測定

3.4 ハザード情報

ハザードアイコン一覧

プレー画面上で、本機右上の「アップボタン」 を  約2秒間長押しすると、飛距離測定
モードに切り替わりショットの始点登録がされます。画面は自動的にプレーモードに
戻りますが、本機バックグラウンドで飛距離測定モードが動作しています。ショットを
された後、ボールの落下地点で本機右上の「アップボタン」      を短押しすると、その
ショットの飛距離が画面に表示されます。

各ホールのハザード情報を確認するには、プレー画面上で本機右下の「ダウンボタン」
   を短押しします。ハザード情報が3つ以上あるホールでは、本機右下の「ダウンボタン」
　を短押しし画面をスクロールします。プレーモード画面に戻るには、本機右上の
「アップボタン」     を短押しします。

木立

木

ラフ

OB+バンカー

目標物

OB

左バンカ－

右バンカー

丘

岩

ダウンヒル

アップヒル

右ドッグレッグ

左ドッグレッグ

ウォーター

クリーク



4設定モード

4.1 設定メニュー画面

距離単位選択
（Y=ヤード、M＝メーター）
*初期設定はヤードです。

ダイナミック・
グリーンビュー

ホール変更/
左・右グリーン
切り替え

先にプレーした
ホール選択

プレーモード終了

距離単位をヤードからメーター（またはその逆）に切り替えるには、上記メニュー画面
より「距離単位選択」         を選択し本機左上の「OKボタン」      を短押しします。
距離単位選択画面に切り替わるので、本機右横の「アップ/ダウンボタン」      /    を
使ってY＝ヤードもしくはM＝メーターを選択して、本機左上の「OKボタン」      を短
押しして距離単位を確定します。
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プレー画面上で、本機左上の「OKボタン」   　を約2秒間長押しすると、下図のようなメニュー画面が表示されま
す。本機右横の「アップ/ダウンボタン」     /    を使ってカーソルを移動させ、ご希望のメニューを選択します。
本機左上の「OKボタン」      を押すと選択したメニュー画面に切り替わります。

ホールを手動で変更するには、上記のメニュー画面よりホール変更       を選択し、
本機左上の「OKボタン」  　 を短押しします。ホール変更画面に切り替わるので、本機
右横の「アップ/ダウンボタン」     /    を使ってご希望のホールナンバーを選択し、
本機左上の「OKボタン」      を短押しします。
このホール変更画面上でも左・右グリーンの切り替えが可能です。本機右横の「アップ
/ダウンボタン」      /     を使って、グリーンを左から右（またはその逆）に切り替え
ます。画面下部のアイコン（L=左、R=右）が反転しますので、左・右の選択が正しいか
を確認し、本機左上の「OKボタン」      を短押しします。
*ご注意：グリーンの左・右切り替えは2グリーンのコースでのみ有効です。

4.2 各種設定
ホールの手動変更および左・右グリーン切り替え

距離単位の選択



本機は先にプレーしたホールへ簡単に戻すことができます。前ページのメニュー画面
より「先にプレーしたホール選択」　　　を選択し、本機左上の「OKボタン」      を
短押しします。「先にプレーしたホール選択画面」に切り替わるので、本機右横の
「アップ/ダウンボタン」      /    を使ってご希望のホールナンバーを選択し、本機
左上の「OKボタン」      を短押しします。

ダイナミック・グリーンビュー画面ではグリーンの形状が表示されます。またピン位
置の設定が可能です。前ページのメニュー画面より「ダイナミック・グリーンビュー」
        を選択し、本機左上の「OKボタン」      を短押しします。また本機右横の「アップ/
ダウンボタン」     /    を使ってピン位置の設定が可能です。（ここで言うピン位置と
はあくまでも見た目での位置になります。また、ボタン操作で移動する地点「+」は
当社が決めた任意の箇所で、実際のピン位置とは異なります。）
*ダイナミック・グリーンビューは常にプレーヤーが現在いる位置から見たグリーン
センター、フロント、奥までの距離を測定します。
*ダイナミック・グリーンビュー画面で、左・右グリーンの切り替えが可能です。（詳しく
は6ページ3.2その他画面設定をご参照ください。

プレーモードを終了するには、前ページのメニュー画面より「プレーモード終了」
               を選択し本機左上の「OKボタン」      を短押しします。プレーモード終了
画面に切り替わるので、本機右横の「アップ/ダウンボタン」      /    を使って、プレー
を終了する場合は「Y」を、継続する場合は「N」を選択して、本機左上の「OKボタン」
     を短押ししてください。
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4.3 プレーモード終了

先にプレーしたホール選択

ダイナミック・グリーンビュー



5その他機能

5.1 スコア入力 

5.2 トラッキングモード

5.3 システム情報

5.4 本機のリセット
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プレーモード画面上で、本機右下の「ダウンボタン」    を約2秒間長押しするとスコア
入力画面に切り替わります。本機右側の「アップ/ダウンボタン」     /    を使ってスコア
を入力するホールを選択し（画面表示は3ホールごと）、本機左上の「OKボタン」   
を短押しします。次に本機右横の「アップ/ダウンボタン」      /    を使ってスコアを
入力し、本機左上の「OKボタン」      を短押ししてスコア入力を確定します。スコア
入力後、本機左上の「OKボタン」     を約2秒間長押しすると、プレーモードに戻ります。
*スコア入力画面では、各ホールのパー数が表示されています。

時刻モード画面上で、本機左上の「OKボタン」      を約2秒間長押しするとメニュー
画面に切り替わります。本機右横の「アップ/ダウンボタン」      /    を使ってトラッキ
ングモード　 　を選択し、本機左上の「OKボタン」     を短押します。本機がサテラ
イト信号を受信すると自動でトラッキングを開始します。本機右下の「ダウンボタン」
   を短押しすると、一時停止になります。トラッキングを再開するには、本機右下の
「ダウンボタン」   をもう一度短押しします。一時停止中に、本機右下の「ダウンボタン」
   を約2秒間長押しすると、それまでのトラッキング記録を削除できます。本機右上の
「アップボタン」     を短押しすると、距離単位をヤード(yd)からメーター（m）または
その逆に変更できます。トラッキングモードを終了するには、本機左上の「OKボタン」
    を約2秒間長押し、本機右横の「アップ/ダウンボタン」    /    を使ってYを選択し、
本機左上の「OKボタン」      を短押しします。
*本機がプレーモード中は、トラッキングは自動で動作しています。

時刻モード画面上で、本機左上の「OKボタン」      を約2秒間長押しするとメニュー
画面に切り替わります。本機右横の「アップ/ダウンボタン」     /    を使ってシステム
情報　 　 を選択し、本機左上の「OKボタン」      を短押しします。この画面では本機
のモデルナンバーやバージョン情報などが確認できます。

本機をリセットするには、電源がオンの状態で本機左下の「電源ボタン」      と右下の「ダウンボタン」   を同時に
約8秒間押し続けます。本機の電源が一度オフになり再起動します。




