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この度は、エムトレGolfをご検討いただきましてありがとうございます。新しいエムトレGolfアプリ

は、従来のスイング計測器から、様々なサービスを体験できる、上達⽀援システムへと進化しました。

これに伴い、アプリにホーム画⾯を⽤意しそこを起点に各種のサービスへつながるアプリとなっており

ます。このマニュアルでは、エムトレGolfアプリをお使いいただく上で、基本的な項⽬について説明さ

せていただきます。�

①メニュー

1.はじめに
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① ②
③

④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩

⑪ ⑫

②計測

③マイページ

④デバイス

⑤お知らせ

スイング計測するときはこ

こから⼊ります。センサの

電源を⼊れることを忘れず

に。

各種設定やヘルプなど。

お知らせや情報を確認できま

す。�

お客様の情報を登録、確認。

センサとの接続及び接続状態

の確認。

⑥スイング解析

スイング解析の⼊り⼝です�

ここをタップすると詳細を�

確認できます。�

⑦スイング総合診断

スイングを総合的に診断しま

すここをタップするとさらに

詳細な診断結果が確認できま

す。

⑩エムトレポイント

スイングするごと、イベント

やサービスで得ることのでき

るポイントが確認できます。

⑫お知らせ

イベントやサービスなどのお

知らせを確認できます。

⑧おすすめレッスン

スイング総合診断結果に基

づいて、あなただけのレッ

スンが提供されます。

⑨クラブ診断

あなたのゴルフクラブとス

イングを診断して、あなた

のクラブがあっているか診

⑪基本・�
 こだわりレッスン

様々なあなただけのレッス

ンや基本レッスンを⾒るこ

とができます。

ホーム画⾯の基本的な項⽬



格安SIM等のサービスで⾳声のみのご契約をされているお客様は、ショートメールが届かないため、

携帯電話番号によるログインができないことがあります。その場合は、ソーシャルログインをご活⽤

ください。�

また機内モードなどに設定されているとショートメールが受信できない可能性がありますので、

ショートメールが受信できる状態にしてください。

注意

ログインでは、携帯電話番号登録によるログインの他に、各種ソーシャルログインに対応しておりま�

す。ソーシャルログインに対応していますのは、Google、Facebook、Apple の3つのソシャールログ�

インに対応しています。

2.ログイン

２-１ログインについて

携帯電話番号によるログイン�
既に登録されているお客様が⼊⼒します。�

※詳しくは次のページをご確認ください。

ソーシャルログイン�
左記のユーザは、ソーシャルログインによるログ

インが可能です。ご希望のソーシャルログインを

タップして、指⽰に従ってください。�

携帯電話番号登録�
新規登録のお客様はここをタップします。
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登録された、電話番号とパ

スワードを⼊⼒してログイ

⑥

ここに⼊⼒�

登録完了画⾯が出ましたら

「OK」をタップします。�

⑤

利⽤規約、プライバシース

テートメントをチェックし

④

ショートメールに認証コー

ドが送られますので「OK」

③

ご利⽤の電話番号とパス

ワードを設定し、「次へ」

②

利⽤規約、プライバシース

テートメントをチェックし

①
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※格安SIMなどのサービスでショートメールの契約がされていないお客様はソーシャルログインをお使いくださ

2.ログイン

２-２携帯電話番号によるログインについて



ログインするとまず初めにユーザー情報の登録が必要です。プロフィール⼊⼒とゴルファー⼊⼒をお願

3.各種登録

3-1.�プロフィールの⼊⼒、ゴルファー情報の登録(初回時）�

・必須項⽬について、⼊⼒をお願いします。�

・⼊⼒が完了しましたら、｢次へ｣をタップしてください。�

・⽣年⽉⽇は任意の⼊⼒になります。�
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ログインするとまず初めにユーザー情報の登録が必要です。プロフィール⼊⼒とゴルファー⼊⼒をお願

3.各種登録

3-1.�プロフィールの⼊⼒、ゴルファー情報の登録(初回時）�
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ニックネーム�
お客様の公開できる名前をお決めください。�

打ち⽅�
右打ち、左打ちを選びます。計測のアルゴリズム

に使⽤されます。�

グローブサイズ�
右打ち、左打ちを選びます。計測のアルゴリズム

に使⽤されます。�

平均スコア�
直近1年の平均スコアを⼊⼒してください。�

スイング診断、クラブ診断の基礎情報として利⽤

されます。�

構え⽅�
普段スイングする際に、ターゲット⽅向に対し

て、オープンに構えるか、クローズに構えるかを

選びます。スイングの解析結果に影響します。ス

クエアに対して、オープン（弱・中・強）それぞ

れ3度、最⼤9度オープンクローズ（弱・中・強）

それぞれ3度、最⼤9度クローズで設定されます。�

⼊⼒が終わりましたら、「登録」をタップしま



3.各種登録

3-2.�プロフィール、ゴルファー情報の変更・確
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ゴルファー情報を選択�

③

変更内容を記載�

修正したら「登録」をタッ

②

変更内容を記載�

修正したら「登録」をタッ

マイページ プロフィール情報

アイコンをクリックするとマイページへ移

①



3.各種登録

3-3.�ゴルフクラブの登録、削除、⼀覧�
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③

クラブ登録をする際には�

②

①

ゴルフクラブの登録には2つの⽅法があります。�

1.�クラブ⼀覧から登録する�����2.�計測画⾯のクラブ選択から登録する�

次ページへ

マイページ ゴルファー情報

「クラブ⼀覧」をタップ。�

クラブ⼀覧情報



3.各種登録

3-3.�ゴルフクラブの登録、削除、⼀覧�
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次ページへ

※ゴルフクラブデータについて�

・クラブデータは、過去3年分のデータをデータベース化しています。�

・海外マイナーブランド、国内のカスタムクラブなどはデータベースにない可能性があります。�

 各社でオリジナルのシャフトを出されているケースで、クラブデータにないものがあります。�

・ゴルフクラブは、各社で仕様や定義が曖昧なため、クラブ診断、クラブレコメンドに必要なクラブ�

 データは独⾃に計測を⾏なっております。従いまして、クラブデータが存在しないケースもありま�

 すのでご了承ください。�

・クラブデータは順次更新していく予定ですので、ご希望のゴルフクラブはお問い合わせください。�

番⼿を選びます。�

ヘッドのスペックを⼊⼒します。�

シャフトのスペックを⼊⼒します。�

クラブ総重量、クラブの⻑さはデフォルトが

⼊⼒されています。お持ちのクラブと異なる

「登録」をタップしてクラブを登録します。�

ゴルフクラブ登録



3.各種登録

3-３.�登録クラブの変更・削除�
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登録クラブの削除はクラブ⼀覧より該当するクラブ名を左へスライドさせると編集・削除のアイコンが

編集・削除アイコンが表⽰されるので、�

ご利⽤のアイコンをタップしてください。�

左へスライド。�

ゴルフクラブ変更・削除



4.ペアリング
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M-Tracer本体とのペアリングには2つの⽅法があります。�

�

1.�｢NFC接続」を利⽤して接続する�

・NFCとはお財布携帯に代表される無線機能を利⽤してBluetooth情報のやり取りを⾏い、ペアリング �

 する機能です。iPhoneでは、iPhone7以降の機種に搭載されています。�

・iOSでは、NFC機能を⼿動で起動させるように指⽰されておりますので、「NFC接続」というアイコ

ン�

 をタップしていただく必要があります。�

�

2.�｢Bluetooth接続」を利⽤して接続する�

※旧M-Tracerでは、OSの設定画⾯で接続設定を⾏なっておりましたが、新しいM-Tracerでは、アプリ側から接

続�

���設定が可能です。ただし、Bluetoothの接続設定を削除する場合は、OSの設定アプリより削除が必要になりま��

���す。（後述）�

※iPhoneのNFCアンテナは、スマホ背⾯カメラの横にありますので、NFC接続でペアリングを⾏う際には、M-��

���Tracer本体とスマホの背⾯カメラ付近を近づけてください。アンテナから離れますと、NFC接続が正常に完了し�

���ない可能性があります。�

この辺りに、NFCのアンテナがあります。�

ここを外れると、正常にペアリングできない

可能性があります。�

スマホの背⾯カメラ�



4.ペアリング

4-1.�NFCを使ってペアリング
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ペアリングが完了するとデ

バイスの情報が表⽰されれ

⑥

ペアリング要求が出たらペ

アリングをタップ。�

⑤

ポップアップが出たらスマ

ホと本体センサを近づけ

④

｢NFC接続」をタップ。�

③

｢デバイス」アイコンを

タップ。�

②①

センサ本体の電源を⼊れ

る。�



4.ペアリング

4-2.�Bluetooth接続でペアリング
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ペアリングが完了するとデ

バイスの情報が表⽰されれ

⑥

ペアリング要求が出たらペ

⑤

接続可能デバイスが表⽰さ

れるのでそのデバイスを

④

｢Bluetooth接続｣をタップ。�

③

｢デバイス」アイコンを

②①

センサ本体の電源を⼊れ



4.ペアリング

4-3.�ペアリングを解除する�
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エムトレGolfアプリでは、⼀度ペアリングが⾏われますと、強制的に接続されたセンサー本体と再接続

するように設定されております。ペアリングで不具合があった場合や、ペアリングを解除したい⽅は、

下記の⽅法でペアリングを解除してください。�

｢このデバイスの登録を削

除｣をタップして削除す

⑤

お持ちのセンサのMT-xxxxx

の｢i｣アイコンをタップす

④

｢Bluetooth」をタップす

③②

iOSの「設定」をタップす

①

デバイス情報の画⾯より�

｢ペアリングを切断」を



5.�センサ本体を初期化�
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センサ本体に何らかの不具合があった場合は、センサを初期化する必要があります。初期化には2つの種

センサ本体のトップケースを開けて、電池を

取り出します。１０秒間ほどお待ちいただ

き、再度電池を⼊れるとリセットされます。�

�

2.�センサをリセットする

①

②

センサと接続されている状態でデバイス情報

の「初期化」アイコンをタップすると、セン

サに保存されているスイングデータが削除さ

れます。�

1.�センサ本体に保存されている�

 �スイングデータを削除する
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