
ユーザーガイド 



アプリ対応機種・OS 
iPhone 5以上（iOS10以上） 
※Arccos360 Golf Tracking+GPSはスマートフォンに実装され
ているあらゆるデバイス、ソフトウェア、を使いアルゴリズムを設計して
います。Android版アプリでは最適化が不十分なため、推奨、サ
ポートいたしておりません。 
 
 セットアップ方法（センサー装着～ペアリング） 

ラウンド前に、以下の手順でセットアップを行ってください。 
1.センサーをすべてのクラブに装着する。 
2.アプリをダウンロードし、アカウント登録する。 
3.センサーとスマートフォンをペアリングする。 

 

1. センサーをすべてのクラブに装着する。 
1）センサーをグリップエンドの穴に回しながら取り付けます。 
※グリップエンドにしっかりと着くまで回してください。 
 
2）シールをはがし、キャディバッグにクラブを戻します。 
※カウンターバランス、スーパーストロークなどグリップエンドに穴がな
いクラブをご使用の場合、センサーは装着はできないため、ペアリン
グのみ行い、ラウンド時は手動でパット数を入力します。 



なお、ペアリングが完了してないと、ラウンド時にホールスイッチが正
常に作動しない場合があるため、ペアリングは必ず完了してください。 
 

2．アプリをダウンロードし、アカウントを作成する。 
① 下記より、アプリをダウンロードします。 
■Arccos 360 Golf Tracking⁺ GPS 
 
② Arccosアカウントを作成します。 

https://itunes.apple.com/jp/app/arccos-360-golf-tracking-gps/id841396631


3.  センサーとスマートフォンをペアリングする。 
【ご注意】 
ペアリング時のエラーを防ぐため、センサー装着後、クラブは全てキャ
ディバッグに戻した状態でペアリングを開始してください。 
※センサーは、グリップエンド（センサー）を下（地面）に向けると
スリープ状態、上に向けるとアクティブな状態となります。 
 
1）スマートフォンを下記のとおり設定します。 
※この設定が正しくされていないと、ペアリングや、ラウンド時のショッ
トの検知が正常にできません。 
●Bluetooth：ON 
●位置情報：常に許可 
●マイク：ON 
●カメラ：ON 
 
▼Bluetoothの設定 



▼Bluetoothの設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2）Arccosアカウント作成後の画面、または「プレイヤー」「クラ
ブ」メニューより、「センサーのペアリングを開始」をタップします。 
 



3）ご自身のクラブセットを確認しながら、該当する番手（クラ
ブ）をすべてを選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4）クラブに装着しているセンサータイプ「Arccos 360」を選択
します。 
 

お持ちの番手がアプリの選択肢に存
在しない場合、他の番手と識別で
きる番手を選択してください。 
(例：48度＝Aなど) 



5）ペアリングするクラブをキャディバッグから1本ずつ取り出し、
センサーをスマートフォンに向けます。 
このとき、センサーから発信される高周波をスマートフォンのマイクが
キャッチし、自動でペアリングが行われます。 
 
 ドライバーからパターへと、飛距離の長いクラブから順番にペアリ

ングを進めてください。 
 通信の干渉を防ぐため、必ず1本づつキャディバッグから取り出

してペアリングしてください。 
 ペアリングが完了したら、次のクラブのペアリングに進む前に、必

ずキャディバッグに戻してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ペアリングが成功
すると、このインジ
ケータが「緑色」に
なります。 



■カウンターバランス、スーパーストロークなどグリップエンドに穴
がないクラブをご使用の場合 
センサーは装着できませんが、ペアリングは必ず行ってください。ラウ
ンド時は手動でパット数を入力します。 
 
6）これでペアリングは完了です。 

 



ラウンド準備（3日前～プレー当日） 
 コースデータの確認（プレー3日前まで） 
ラウンド予定のコースを検索し、コースデータの登録があるか、また
コース画像が鮮明か、事前にご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ コースデータがない場合や、画像が不鮮明な場合 

「ラウンド」画面右上の「お問い合わせ」→「Email Us」よりコー
スデータの追加・修正をご依頼ください。 
 Arccos(アーコス)社にリクエストが送信されます。（日本語

でお問い合わせいただけます。） 
 問い合わせの際は、下記をお伝えください。 
 ・ コース名（正式名称） 
 ・ コースのホームページURL 
 ・ ホールレイアウトが確認できるページのURL 
 ・ ヤーデージが確認できるページのURL 
 

日本語で検索しても見つからない
場合、アルファベットでも検索をお試
しください。 



 スマートフォンの充電について（プレー前日） 
Arccosは、18ホールのラウンドでバッテリーの40～80％を使用す
るため、スマートフォンはフル充電した状態でラウンドしてください。 
 
 バッテリー消費量は、スマートフォンやバッテリー自体の容量、ラ

イフタイム、ラウンド時間の長さ、気温など状況により異なります。 
 
■バッテリーの消費を抑える方法 
• 他のアプリは終了する。 
• アプリのバックグラウンド更新を無効にする。 
• ハーフ休憩時に、こちらの操作をしGPSを一時休止させる。 



 コースデータのダウンロード（プレー当日） 
1）「ラウンドを開始」→「コースを検索」をタップし、プレーする
コースを選択 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2グリーンのコースは、グリーンごとに別コースとして登録されてい

ます。 
 
 27ホール以上あるゴルフ場の場合（南・東・西コースなど）、

それぞれ別のコースデータとして登録されている場合があります。
この場合、ひとつにまとめることはできません。 

自動で最寄りのコースが表示されま
す。表示されない場合は、ゴルフ場
名を入力し検索してください。 



2）ダウンロードボタンより、コースデータをダウンロード 
ダウンロードすることでラウンド中はデータ通信なしで利用できます。 
 
 
 
 
 
 
 
3）ラウンドをスタートする直前に、開始ホール、ティーを選択し、「ラ
ウンドを開始」をタップ 
これでラウンドが開始されます。 
 
 
 

 
※ ドライビングレンジや、練習グリーン
で「ラウンドを開始」をすると、練習
ショットが誤って検知されることがありま
す。ご注意ください。 
 



ラウンドする（ラウンド開始の基本操作） 
下記の手順でラウンドをします。 

 
1. スマートフォンの設定をする 
2. スマートフォンを前ポケットに入れる 
3. 「ラウンドを開始」タップし、ラウンドをスタート 

 
1. スマートフォンの設定をする 
スマートフォンの「設定」より、「Arccos」を選択し、下記のとおり設
定します。 
 
マイク：ON 
位置情報：常に許可 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※この設定が正しくされていない
と、ラウンド時のショットの検知が
正常にできません。 
 



2. スマートフォンを前ポケットに入れる 
Arccosは、スマートフォンに搭載されているインパクト音、ジャイロ、
加速度センサー、GPSなど様々な機能を活用し、ショットとその位
置を検知します。そのため、ラウンド中は常にスマートフォンを前ポ
ケットに入れてプレーをしてください。 
 
 音を検知しやすいよう、前ポケットに入れる際には、スマート

フォンのマイクが前ポケットの開口部に向く状態にしてください。 
 
 
 
 
 
 



3. 「ラウンドを開始」タップし、ラウンドをスタート 
ツールバーの「ラウンド」を開きます。 
ラウンドをスタートする直前に、開始ホール、ティーを選択し、「ラウンド
を開始」をタップします。 
あとは、Arccosが自動でショットを記録していきます。 
※念のため、最初のティーショット直後に、ショットが正常に検知され
ているかご確認ください。 

1番ホール以外からスタートする
場合、こちらでスタートホールを
選択します。 



ラウンドする（ラウンド中の操作） 
 ホールの切り替えについて 
プレイヤーが、各ホールのグリーンを経由して次ホールのティーグラウ
ンドに順番に進むと、自動でホールが切り替わります。 
 毎ホール、ティーグラウンドでホールが切り替わっているかの確認

をお勧めします。（グリーンと次のティーグラウンドの距離が近い
場合など、稀にホールスイッチが働かない場合があるため） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次のホールのティーグラウンドで
「0ストローク」と表示されていれ
ば、ホールが切り替わっている状
態です。 



 ホールを手動で切り替える 
ホールが自動で切り替わらない場合やホールNo順にラウンドしない
場合、プレーするホールにスワイプし「ホールをプレイ」をタップします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 クラブ持ち運び時の注意 
クラブを持ち運ぶ際は、ヘッドを上、グリップエンドを下にして持つこと
をお勧めします。グリップエンドが下を向いている状態だと、センサー
はスリープモードとなるため、ショットの誤検知を防ぐことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

プレーするホールを表示し、
「ホールをプレイ」をタップ 



 距離を確認する 
ホールマップ右上の距離表示をタップすると、グリーンの手前、中央、
奥までの距離が確認できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、マップ上でタップすると距離計ビーコンが表示され、任意の位
置にドラッグすると、任意地点までの距離と、グリーン中央までの距
離を確認できます。 
 
 

ホールのマップ上でタップすると
距離計ビーコンが表示 



 ペナルティの対処方法 
OBや、ペナルティの場合、画面下部のペナルティから手動で打数
を追加してください。 
OBによる打ち直しなど、同じ場所から複数回ショットした場合、最
後のショットのみ記録（カウント）されます。 



 パッティング時の注意 
パッティング時には、1秒以上アドレスで静止してください。静止せず
に歩きながらストロークすると、正常に検知されない場合があります。 
 
 パット数を手動で編集する 
以下の場合、パット数は手動で追加/削除をしてください。 
 
• パットが検知されない場合 
• パット数が実際より多くカウントされている場合 
• カウンターバランス・スーパーストロークなどをご使用で、パターセ

ンサーを装着していない場合 
• OKパットの場合 
• チップインした場合 
 
 
 

手動でパットを数を編集で
きます 



 ハーフ終了後に前半のスタッツを確認する 
ハーフターン時に、前半のスタッツ（フェアウェイキープ率など）を確
認する場合は、下記の操作を行ってください。 
 
■ハーフ休憩に入る際（前半ラウンド終了時） 
1. 前半ホールが終了しだい、左上の矢印「＜」をタップ 
2. 「ラウンドを終了しますか？」画面で、「続ける」を選択 
3. これにより、「プレイヤー」「ラウンド」「クラブ」メニューより、前半の

スタッツを確認できます。 
 
 
 
 
 
 
 
■ハーフ休憩終了後（後半ラウンド開始時） 
1. ツールバーの「ラウンド」をタップ 
2. 「タップしてラウンドを編集」をタップ 



 ショットの削除・ショット位置・使用クラブなどを編集 
1. 画面の右下にある「編集」をタップ 
2. 編集するショットを選択 
3. 使用したクラブを変更するには、画面左下の緑色の円をタップ。 
4. ショット箇所を変更するには、ショットタグを正しい場所にドラッグ。 
5. 下部にあるバーから、下記の編集が可能です。 
   ・ ペナルティ追加 
   ・ ショット削除 
   ・ ライの変更 
     ショット：フェアウェイ/ラフ 
     パット：パット/チッピング 

編集する（プレー中・プレー後） 

こちらから編集ができます。 



番手・ライ（フェアウェイ/ラフ/バン
カー）変更、ペナルティ追加、ショット
の削除ができます。 

パットのライ変更（パット/チッピング） 

■プレー中の誤検知を防ぐには 
クラブを持ち運ぶ際、ヘッドを上に、グリップエンドを下にして持つこと
をお勧めします。グリップエンドが下を向いている状態だと、センサー
はスリープモードとなるため、ショットの誤検知を防ぐことができます。 



 ショットを追加する 
1. ショットを追加するホールを表示 
2. 画面右の「編集」をタップ 
3. 「ショットの追加」をタップ 
4. ショット地点をタップし使用クラブを選択 
5. 右上の「完了」をタップし、保存 



 ホールが繋がってしまった場合の対処 
ホールスイッチングがうまく作動せず、前のホールと次のホールで
ショットが繋がってしまうことが稀にあります。その場合、下記のとおり
編集してください。 
 
【例】 1番ホールと2番ホールのショットが繋がっている場合 
※本来は2番ホールのショットが、1番ホールに記録されている状態 
1. 1番ホールを表示 
2. 画面下のバーを上方向にスワイプしてショット履歴を表示 
3. 1番ホールの不要なショット（本来は2番ホールのショット）を

選択し、削除。 
  ※この手順で1番ホールの不要なショットをすべて削除します。 
4. 2番ホールを表示 
5. 2番ホールのショットを追加 
   ① 「編集」をタップ 
   ② ティーショットの番手を選択 
   ③ 「ショットを追加」をタップ 
   ④ 2打目のショット地点をタップ 
   ⑤ 2打目の番手を選択 
   ※３打目以降は、③~⑤を繰り返す。 
  上記の方法で、ティーショット・2打目・3打目と、順番に追加。 



 1番ホールを表示 

この部分を上にスワイプするとショット
履歴が表示されます 

本来は、このDrから下が2番ホールのショッ
トだが、1番ホールに記録されている状態。
（ホールが繋がっている状態） 

このDrと3wは1番ホールのショットで
はないので、削除する 



 

削除するショットを選択し、「削除」メ
ニューをタップ（ショットが削除され
る） 
※同様の手順で、1番ホールの不要
なショットをすべて削除する 

削除が完了したら、左上の矢印をタッ
プし、2番ホールのショット追加（全
ページで説明の手順5以降）へ進み
ます。 



 パットとフラッグ位置（ピン位置）を編集する 
1. 編集したいホールを表示し、画面右下の「編集」をタップ 
2. パット記録をタップし、パットとフラッグ位置の編集を編集可能

な状態にする 
3. 動かしたいパットとフラッグのタグを正しい箇所にドラッグ 
4. 「完了」をタップして保存 



 カウンターバランスのパターを使用している場合 
センサーは装着できませんが、ペアリングは必ず完了し、手動でパッ
ト数を編集してください。 
ペアリングが完了してない場合、ホールスイッチが正常に作動せず、
ホールが切り替わらない場合があります。 



その他 
 コースデータに不具合がある場合 
下記のように、コースデータに不具合がある場合は、「ラウンド」画
面右上の「お問い合わせ」→「Email Us」よりコースデータの追
加・修正をご依頼ください。 
 
 2グリーンあるコースで、グリーン情報が逆になっている 
 コースマップの画像に雲がかかっていたり、ハレーションで白っ
ぽくなっているなど、鮮明でない 

 自分がプレーしているホールが表示されない 
GPSで自分がプレーしているホールが表示されず、別のホール
をプレーしているように表示される場合は、コースデータとコー
スマップの整合性がとれていない可能性があります。 

 
「Email Us」よりお問い合わせいただくと、Arccos(アーコス)社にリ
クエストが送信されます。（日本語でお問い合わせいただけます） 
お問い合わせの際は、下記をお伝えください。 
 ・ コース名（正式名称） 
 ・ コースのホームページURL 
 ・ ホールレイアウトが確認できるページのURL 
 ・ ヤーデージが確認できるページのURL 
※「Call US」（電話問い合わせ）は、日本からはご利用いただ
けません。 
 



お問い合わせ先 
●コースデータの追加、コースデータ不具合修正のご依頼 
アプリの「ラウンド」画面右上「お問い合わせ」→「Email Us」
よりご連絡ください。 
「Email Us」よりお問い合わせいただくと、Arccos(アーコス)社にリ
クエストが送信されます。（日本語でお問い合わせいただけます） 
お問い合わせの際は、下記をお伝えください。 
 ・ コース名（正式名称） 
 ・ コースのホームページURL 
 ・ ホールレイアウトが確認できるページのURL 
 ・ ヤーデージが確認できるページのURL 
※「Call US」（電話問い合わせ）は、日本からはご利用いただ
けません。 

 
●製品の使い方、初期不良などに関するお問い合わせ 
株式会社 ゴルフダイジェスト・オンライン 
arccos@golfdigest.co.jp 
平日：10：00～18：00 
休み：土日祝日・年末年始 



お問い合わせの際には、下記内容をお書き添えください。 
・注文番号 
・商品受取日 
・商品名 
・お問い合わせ内容 
※商品不具合の場合、不具合発生箇所・状態・すべてのセ
ンサーで発生しているか・いつからその状態かなど、詳細をお
書きください。 

 



FAQ（よくある質問） 
■Arccosセンサーに関するFAQ 
Q）センサーのバッテリー交換方法を教えてください。 
A) センサーのバッテリーは交換できない仕様です。なお、センサー

には、充電なしで5年（または以上）使用可能な永久電池
が搭載されています。 

  ※使用環境・頻度により異なります 
 

Q）センサーは防水機能付きですか？ 
A) 生活防水対応ですので、雨の日のラウンドでもご使用いただけ

ます。 
 
■セットアップに関するFAQ 
Q）海外のコースでも使えますか？ 
A) 海外のコースでもご利用いただけます。ラウンドの3日前までに、

ラウンド予定のコースデータの登録があるか、またコース画像が
鮮明か、事前にご確認いただくことをおすすめします。 

  なお、Arccosのデータベースには世界中の4万を越えるゴ 
  ルフコースが登録されています。 



 ラウンドに関するFAQ 
Q) スイングスピードやスイングプレーンをトラッキングできます
か？ 
A) スイングスピードやスイングプレーンのデータのトラッキングはでき

ません。 
 
Q）スマートフォンのバッテリー消費量はどのくらいですか。 
A) 18ホールのラウンドでバッテリーの40～60％を使用します。 
  ※バッテリー消費量は、スマートフォンやバッテリー自体の 
  容量およびライフタイム、ラウンド時間の長さなど状況によ 
  り異なります。 

 
■バッテリーの消費を抑える方法 
• 他のアプリは終了する。 
• アプリのバックグラウンド更新を無効にする。 
• ハーフ休憩時に、「ハーフ終了後に前半のスタッツを確認する」

の操作をし、GPSを一時休止させる。 
 

 



Q) Arccosのアプリを開いている時に他のアプリを操作するこ
とはできますか？ 
A) はい。 Arccosの使用中に、他のアプリを開いたりメールや電

話を使用することができます。 
    ただし、Arccosのアプリはラウンド中にスマートフォンのバッ 
    テリーの約40％～60％を消費します。Arccos使用中に 
    他の操作を頻繁に行うと、ラウンド中にバッテリー残量がな 
    くなる場合がありますのでご注意ください。 
 
Q) ラウンドにはどのくらいの通信データ量を使いますか？ 
A) ダウンロードに必要なデータ量はコースにより異なりますが、通

常は5MB以下です。 
  ラウンド前にコースデータをダウンロードしていれば、ラウンド 
  中はデータ接続せずに動作することが可能です。 
 
Q) 練習場で使える機能はありますか？ 
A) 申し訳ございませんが、Arccosでは現在、練習場でのショット

をトラッキングしたり飛距離を計測する機能はありません。 



Q) スマートフォンを機種変更した場合、スタッツなどのデータは
保持されますか？ 
A) 全てのデータはアカウント情報と共にサーバーにて保管されてい

るため、保持されます。 
  スマートフォンを機種変更された場合は、アプリからアカウントへ 
  ログインすると、全てのデータが反映されます。 
 
Q) スマートフォンを機種変更したら、ペアリングも再度必要で
すか？ 
A) iPhoneからiPhoneへ変更する場合、再度ペアリングする必

要はありません。機種変更後アプリをダウンロードし、ログインし
てご利用ください。 

 
Q) スマートフォンのアプリ以外でもラウンドデータを確認できま
すか？ 
A) はい、Webダッシュボード（米国サイト）で確認できます。 ス

マートフォンで登録したアカウントでログインしてください。
■Arccos WEBダッシュボード 

https://dashboard.arccosgolf.com/
https://dashboard.arccosgolf.com/
https://dashboard.arccosgolf.com/
https://dashboard.arccosgolf.com/
https://dashboard.arccosgolf.com/
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