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スマートゴルフセンサー 対応アプリケーション
対応するアプリケーションをApp Store、Google Playからダウンロードしてください。 

アプリ 説明 備考 

コーチ向け 「Smart Golf Lesson Biz」 ・会員管理
・ペン機能
・比較機能
・音声付きビデオ（レッスンレビュー）作成と送信
・スイングデータと映像の記録
・会員からスイングデータと映像の受信

iOSのみ対応しています。 
App Storeよりダウンロードしてく
ださい。 

コーチアカウントでサインインしてく
ださい。

会員向け 「Smart Golf Lesson」 ・音声付きビデオ（レッスンレビュー）の受信

※以下はセンサーをお持ちの会員様
・スイングデータと映像の記録
・コーチへスイングデータと映像の送信

iOSとAndroidに対応しています。 
App Store, Google Playより
ダウンロードしてください。 

会員アカウントでサインインしてくだ
さい。 

対応機種（タブレット、スマートフォン） 
対応機種については下記ページのサポートをご確認ください。 

http://smartsports.sony.net/golf/product/1G/JP/ja/ 

App Store Google Play 

App Store 
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スマートゴルフセンサー 取り扱い時のご注意
• ストラップ（付属）を本機に取り付けてお使いください。
本機が正しく取り付けられていない状態でスイングした場合、また強いダフりをした場合などに、本機がシャフトから外れることがあります。本機が飛ばされて周囲に危害
を及ぼしたり、故障したりすることを防ぐためにストラップを取り付けてお使いください。

• 本機は精密機械ですので、落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
• 本機は国内専用です。
• 本機はゴルフクラブのシャフト部分に取り付けるものです。グリップ部分に無理に取り付けようとすると故障する場合があります。
• 本機は防水・防塵ではありません。水や異物が入ると故障の原因になります。USBコネクタ部に異物が入った状態でUSBケーブルを差すとコネクタ部が破損します。
• 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光の当たる場所や停車中の車内などには置かないでください。故障の原因となります。
• 本機を長期間使わないときでも、半年ごとに充電してください。長期間充電しないとバッテリーが完全に放電して故障する原因になります。
• 本機を使用しないときは、ゴルフクラブから取り外し、取り付け部を閉じた状態で保管、持ち運んでください。
• ゴルフクラブに取り付けた本機の位置を調整する場合は、一度本機を取り外し、位置を合わせてから取り付け直してください。
• 本機をゴルフクラブに取り付けたまま充電しないでください。思わぬ落下によるコネクタ部の破損や、USBケーブル引っかけによる怪我の可能性があります。
• 日焼け止め、虫よけ、制汗スプレーなどが付着した場合は、速やかにふき取ってください。
• 本機が汚れた場合は、アルコール等は使用せず、柔らかい布などでふき取ってください。
• 本機を取り付けるゴルフクラブに油脂等が付いていない事を確認ください。もし油脂等が付いている場合は、アルコール等でふき取ってください。

• 本機は、取り付け部のシャフト径が13mmから16mmの、ウッド・フェアウエーウッド・ユーティリティ・アイアン・ウェッジに対応しております。
• メンズ・レディースによりクラブ情報が異なりますので、アプリでゴルフクラブを選択するときに正しい情報を選択ください。

センサーに同梱されているリファレンスガイドも合わせてお読みください。
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セットアップ
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同梱物一覧、各部名称 

同梱物一覧 

センサー本体 ストラップ キャリングポーチ マイクロUSBケーブル

リファレンスガイド 

 

位置決めシール 保証書 

各部名称 
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充電する 

付属のUSBケーブルを使用し充電してください。 
 
※本機をゴルフクラブに取り付けたまま充電しないでください。思わぬ落下によるコネクタ部の破損や、USBケーブル引っかけによる怪
我の可能性があります。 

USBケーブルを差す 

付属のUSBケーブル 
パソコンのUSBポート、もしくは 
市販のUSBアダプター(別売り)を 
ご使用ください。 
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ボタンの操作方法 

機能 操作方法

電源オン 電源ボタン 1秒間長押し 電源オフ状態から電源オンになります 

電源オフ 電源ボタン 1秒間長押し 電源オン状態から電源オフになります 

電池残量確認 電源ボタン 短押し 
電池残量を確認できます 
電源オン状態、オフ状態のどちらでも機能
します 

Bluetoothペアリング ファンクションボタン 3秒長押し 
電源オン状態にて、Bluetoothペアリング
状態になります 

システムリセット
電源ボタン 
ファンクションボタン

同時7.5秒押し 
システム電源を再投入します
リセット後は電源オフの状態になります

ファクトリーリセット
電源ボタン 
ファンクションボタン

同時17.5秒押し 

システム電源を再投入しペアリング履歴を
すべて削除します
リセット後は電源オフの状態になります
※システムリセット後も続けてボタンを押し
続けてください

電源ボタン 

ファンクションボタン
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ランプの光り方 1
無線ランプ 電源ランプ 電源ランプ/無線ランプの説明 

名称 印刷/刻印 種類 意味／ポリシー 

電源ランプ ● ●/ /● 無し LED 主に電源の状態、充電状態を示す。 
色は緑、赤、橙の3色。 

無線ランプ ● 無し LED 主にBluetoothの状態を示す。 
色は青色。 

電源投入時/電源オフ時/電源オン状態の光り方 「電源ランプ/無線ランプ」 
状態 点灯/点滅仕様：表示例 （●：点灯 －：消灯） 

電源投入時 
電源ランプ ゆっくり点灯 
無線ランプ ゆっくり点灯 

電源オフ時 
電源ランプ ゆっくり消灯 
無線ランプ ゆっくり消灯 

電源オン状態 
電池残量10%以上  電源ランプ 消灯時間長め点滅 
電池残量10%未満  電源ランプ 消灯時間長め点滅 

無線ランプの光り方 「無線ランプ」 
状態 点灯/点滅仕様：表示例 （●：点灯 －：消灯） 

Bluetoothオフライン 
（接続されていない状態） 点灯し続ける 

Bluetoothペアリング時 2回点滅の繰り返し 

Bluetoothペアリング成功時 4回点滅 

Bluetooth接続中 
（接続されている状態） 消灯時間長め点滅 
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ランプの光り方 2 
バッテリー関連の光り方 「電源ランプ」 

状態 点灯/点滅仕様：表示例 （●：点灯 －：消灯） 

ローバッテリー 徐々に消灯 

充電中 橙の点灯 

満充電 緑の点灯 

電池残量確認の光り方 「電源ランプ」  
※電源オン時、オフ時でも電源ボタンを短押しすると電池残量を確認できます 

状態 点灯/点滅仕様：表示例 （●：点灯 －：消灯） 

残量５ 満充電 緑3回点滅 

残量４ 緑2回点滅 

残量３ 橙2回点滅 

残量２ 橙1回点滅 

残量１ 残量が少ない 赤1回点滅 
その他特殊モードの表示 

状態 点灯/点滅仕様：表示例 （●：点灯 －：消灯） 
FirmWare Update 
ダウンロード中 消灯時間長め点滅 

FirmWare Update 
書き換え中 緑点滅（書き換え中継続） 

プロテクトモード 
（温度エラー） 橙青同時3回点滅 

プロテクトモード 
（電池電圧異常エラー） 緑青同時3回点滅 

Update異常 
FirmWare異常 赤15回高速点滅 

充電タイムアウト 緑赤交互点灯 

充電エラー 橙点滅 

ファクトリーリセット完了 緑青同時4回点滅 



ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

センサーの取り付け/取り外し

11 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
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ストラップの取り付け方

ストラップ（付属）を本機に取り付けシャフトに通してお使いください。

本機が正しく取り付けられていない状態でスイングした場合、また強いダフりをした場合などに、本機がシャフトから外れることがあります。
本機が飛ばされて周囲に危害を及ぼしたり、故障したりすることを防ぐためにストラップを取り付けてお使いください。 
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センサーの取り付け位置

センサー
取り付け位置 
グリップエンドの直下に 
センサーの中心線が

リーディングエッジと重なるように
取り付けます。 

センサー
取り付け向き 

アドレスした際にセンサー本体が
シャフトの反対側に隠れる向きに

取り付けてください。 
電源ボタンがグリップ側になるよう

に取り付けてください。 

電源ボタンが 
グリップ側 
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センサーの取り付け/取り外し、位置決めシールの使い方

下記、①～④の手順でセンサーを取り付けます。 
センサーの取り外しは逆の手順にて取り外します。取り外しにくい場合は、
金具を緩めて、シャフトの細い部分まで移動させてから外してください。

① ②

③ ④

付属している位置決めシールを予めゴルフクラブのリーディングエッジに 
重なるように貼り付けておくと、センサーが取り付けやすくなります。 

位置決めシール 
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センサーの取り付けとアドレス時の確認事項
スイング前に、センサーが正しく取り付けられているかと共に下記についてもご確認ください。
センサーをご利用中に、もしセンサーのデータの表示がおかしいと感じたら、下記をあらためてご確認ください。

1. クラブのリーディングエッジと
センサーの方向があってますか

2. アドレス時に
スクエアに構えていますか

ターゲット

3. 打つ前に1秒間静止してください
ワッグルしたり地面を叩いたりしていませんか



ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 

アプリとの接続、測定できる項目について 

16 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 
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センサーが
つながっている

センサーが
つながっていない

電源ON 

アプリとの接続（ペアリング）
初めてセンサーを使用する時は必ずペアリングが必要になります。 
iOSの場合、2回目以降もBluetooth設定画面から接続を行ってください。 

Androidの手順 

ファンクションボタンを3秒押し続け、
ペアリングモードにします。 

（初回のみ） 

「設定」を選択 「Bluetooth」 
を選択 

センサーを選択
（SSE-

GL*******） 

センサー
シリアル番号

電源ON iOSの手順 

ファンクションボタンを3秒押し続け、
ペアリングモードにします 
（初回のみ） 

設定が開くので、
「Bluetooth」を

選択 

センサーを選択
（SSE-

GL*******） 接続設定 

センサーが
つながっている

センサーが
つながっていない
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アプリで測定できる項目と概要 

大項目 小項目 機能概要 

ショット検出 インパクト検出 ゴルフのインパクトの検出 

スイング検出 ゴルフのスイングの検出 

スイング区間検出 アドレス、バックスイング、ダウンスイングの区間の検出 

動画切り出し ショットを検出し、インパクト前後の動画を自動で切り出し 

動画・センサ情報の連動 切り出した動画のアドレス、トップ、インパクトの時刻へ一発でシーク 

スイング速度 ヘッドスピード インパクト時のヘッドスピード 

スイング軌跡 ヘッドの軌跡 アドレスからインパクトまでのヘッドの軌跡 

クラブの軌跡 アドレスからインパクトまでのグリップの軌跡 

角度情報 フェース角 インパクト時のフェース角 

アタック角 インパクト時のアタック角 

クラブパス インパクト時のクラブパス 
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困ったときは 
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困ったときは 1 
 センサーが起動しない

• 電源ボタンを1秒間押し続けると起動します。
• それでも起動しない場合は、電源ボタンを短く1回押して電池残量を確認してください。ランプが何も光らない場合、ローバッテリー表示

の場合は付属のUSBケーブルで充電をしてください。
• 電池残量があるのに起動できない場合は、システムリセットをお試しください。
• それでも起動しない場合は、センサー修理窓口にご連絡ください。

 センサーが充電できない
• USBケーブルが正しく接続できているか確認をしてください。
• USBコネクタに異物が挟まっていないか確認をしてください。
• ランプが緑2回赤2回の点滅を繰り返している時、またはランプが橙点滅を繰り返している時は、直ぐに使用を中止しセンサー修理窓口

にご連絡ください。

 センサーが動作しない
• ランプが橙と青の同時3回点滅している場合は、動作温度範囲を超えています。

動作温度範囲になると再度使用できます。
• ランプが緑と青の同時3回点滅している場合は、バッテリーに問題が起きている可能性があります。

直ぐに使用を中止しセンサー修理窓口にご連絡ください。

 センサーが接続されない
• もう一度ペアリングを行い、接続を確認してください。

 センサーが濡れてしまった、砂が付いてしまった
• 内部に水や異物が入ると火災や感電の原因になります。直ぐに使用を中止しセンサー修理窓口にご連絡ください。
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困ったときは 2 
 アプリが起動しない

• Androidの場合、「最近使ったアプリ」画面より起動中のスマートゴルフレッスンを消去し再度起動してください。
• iOSの場合、「最近使ったApp」を表示し起動中のスマートゴルフレッスンを消去し再起動してください。

※Android/iOSとも、バージョンや機種により操作方法が異なりますのでご自身の環境を確認して操作してください。
• 改善しない場合は、端末を一度再起動し再度アプリを起動してください。
• それでも改善しない場合は、センサー修理窓口にご相談ください。

 スイングが検出されない（映像もデータも検出されない場合）
• アプリとセンサーが接続されているか確認してください。
• センサーが正しい位置、向きで取り付けられているか確認してください。
• アドレス時に約1秒静止してからショットを開始してください。

 スイングが検出されない（映像は検出されるが、角度が検出されない）
• アドレス時の静止時間が足りない可能性があります。約1秒静止してからショットを開始してください。
• アドレス時、リーディングエッジがターゲットに対して直行しているか確認してください。

 製品の破棄/リサイクルについて知りたい
• 本製品に内蔵されているリチウムイオンバッテリーはリサイクルできます。

内蔵バッテリーの取りはずしはお客様ご自身ではおこなわず、センサー修理窓口にお問い合わせください。
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