2016 年 3 月発行（３）
このたびは、
「スイングトレーナー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
ご使用の前に必ず中面「安全にお使いいただくために」をお読みください。
取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

スイングトレーナー
取扱説明書

保証書付

男性用（右・左利き用）／女性用（右利き用）
共通取扱説明書

各部の名称と働き〈一覧・名称〉

トレーニング
グリップ

シャフト
取扱説明書

ヘッド
※イラストは右利き用です

ご使用方法
トレーニング方法について
●スイングトレーナーのグリップは、
ゴルフクラブの正しい握り方がマスターできるトレーニンググリップです。

グリップの溝に沿って指を置き、正しい握り方を覚えましょう。

●スイングトレーナーは、
実際のゴルフクラブより短く、重量があります。スイング中はこの重量を感じながら、

身体の回転でスイングし、体重移動を意識します。
●トレーニングは１日10〜20回ほどスイングします。最初は無理をせず、
慣れてきたら徐々に回数を増やしましょう。
●効率の良いトレーニング方法として、
ゴルフ練習場でボールを打つ際、
スイングトレーナーを5回スイングしてから、

実際のゴルフクラブでボールを10回打ちます。これを何回も繰り返すことで、正しいスイングが身に付きます。

正しいスイングを身に付ける

1. グリップの握り方

※イラストは男性・右利き用です

グリップの溝に沿って指を置き、
スイングしたときに抜けない程度の強さで握ります。

2. バックスイング

シャフトが
ぶれない
ように注意

クラブを一度、前方に50cmほど振り出してからゆっくりバックスイングします。
ゆっくりバックスイング

トップで静止

約50cm

3. ダウンスイング→インパクト→フィニッシュ

クラブをトップから振り下ろします。
このとき、ダウンスイングの軌道がバックスイングの軌道と同じであることを意識します。

注意

フィニッシュで静止

腕の力だけに頼らず体を使ってスイングをしてください。思わぬケガの原因となります。

上級者トレーニング

トップから腰の高さまでの間で軌道を意識しながら
スイングを繰り返します。このトレーニングを繰り返すことで、
正しいスイングの軌道が身に付きます。
※スイングトレーナーは通常のゴルフクラブより重みがあるため、
無理しない程度にスイングしてください。

安全にお使いいただくために
ご使用になるお客様や他の人が、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。
ご使用の前に次の内容をよくお読みいただいた上、正しくお使いください。

警告

「死亡または重症などを負う可能性が想定される」
内容

してはいけない内容です。

注意

「人が損害を負う可能性および物的損害のみの
発生が想定される」内容

実行しなければいけない内容です。

お子様やペット（動物）のそばでは使用しない。
事故やケガの原因になります。

使用中に人やペット（動物）が近づいてきた
ときは、ただちに中止する。
事故やケガの原因になります。

警告

この取扱説明書に記載のない目的や方法では使用
しない。
事故やケガの原因になります。

お客様自身による分解、改造、修理は絶対にしない。
ケガなどの原因になります。
使用前に必ず点検をする。
破損、割れ、亀裂、不具合などがある場合は直ち
に使用を中止し、巻末のカスタマーサービスセン
ターに修理をご依頼ください。そのままご使用を
続けるとケガの原因になります。

お子様には使用させない。
事故やケガの原因になります。
高温の場所や火気近くでは使用しない。
変形・破損により事故の原因になります。

使用中は、ヘッドホンを使用しない。
コードが絡まりケガをする恐れがあります。

本製品はスイング練習器具です。ゴルフボールを打っ
たり、物を打ったり、床に当てたり、他の用途に使用した
りすることはしない。

体調がすぐれない時は、無理に使用しない。

取扱説明書で指示されている部品、当社が販売してい
る付属品・別売品以外は使用しない。
故障やケガの原因になります。

思わぬケガの予防のために、ご使用前の準備体
操、およびご使用後の整理体操を行う。

注意

平らで安定した場所でご使用する。
不安定な場所でご使用になると本体が転倒して
ケガの原因になります。

ぶつけたり、重いものを上に載せたり、無理な力を加え
ない。また、無理に部品を引っ張るなど、乱暴に扱わない。
破損し、事故の原因となります。

周囲の安全を十分確認のうえ、スイングすること。

裸足・スリッパ・スカートなどでは使用しない。
ケガの原因になります。

本製品は清潔に保つ。
汚れは故障の原因になります。

無理な体勢で使用したり、過剰な力を加えない。
ケガの原因になります。

お子様やペット
（動物）
の手の届かないところに保
管する。
思わぬ事故やケガの原因になります。

人や破損の恐れがあるものに向けてスイングしない。

本製品の用途について
本製品は一般家庭で個人が使用するために製造されました。
●業務用として体育施設などで、
その他不特定多数の方でのご使用はしないでください。
●本製品はおもちゃではありません。

製品の保管・廃棄に関して
●本製品は、
平らで乾燥した清潔な場所に保管する。

注意

●本製品は、次のような場所には設置・保管しない。
故障の原因になります。
・極端に高温、
低温になる場所
・浴室内など水のかかりやすい、
または多湿の場所
・野外、
直射日光の当たる場所
・滑りやすいものの近く
（グリース、
油、雪、未乾燥の塗料など）

・暖房器具などの熱源や火気の近く
・ホコリが多い場所
・有害物質の近く

●廃棄の際は、
廃棄する地域の行政・自治体の指示に従い、
適切な方法で廃棄する。

製品の保守・点検に関して
●お手入れの際は、
乾いた布でやさしく汚れをふき取る。

汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めたものを布に含ませて拭いてください。

注意

●お手入れには下記の溶剤や洗剤を使用しない。
割れや破損により、
事故の原因となります。
・ベンジン、
シンナー ・液体洗剤、
スプレー洗剤、
アルコール入り洗剤、洗濯用洗剤、漂白剤 ・研磨剤、腐食剤、
潤滑剤

仕様
長

さ

重

さ

生産国

男性用

約 890mm

約 1.2kg

中国

女性用

約 870ｍｍ

約 1.0kg

米国または中国

保証とアフターサービス
不具合に関するご相談ならびにご不明な点は、
下記のカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

保証書

見本

【品名 : スイングトレーナー】

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生しました場合、下記の無料交換・修理規定にしたがって無償にて交換・修理を行うことをお約束するものです。
この製品が、万一保証期間内に不具合や故障が発生した場合は、
ショップジャパン カスタマーサービスセンターにご連絡願います。
保証期間内に限り無料にて交換・修理をさせていただきます。
※交換・修理をご希望される場合、本書とお買い上げ証明（お買い上げ明細書、
レシート、領収書など）の提示が必要となりますので、
保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。

お客様ご氏名：
お客様ご住所： 〒

様

ご購入日：

年

保証期間：ご購入日より

1 年間

月

日

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料で交換・修理をお約束するものです。したがって、この
保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもので
はありませんので、保証期間経過後の交換や修理などにつ
い てご 不 明 な 点 が ありましたら下 記 の 当 社カスタマ ー
サービスセンターにお問い合わせください。

お客様電話番号（購入時）：

無 料 交 換・修 理 規 定
1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で
不具合が生じた場合は保証期間内に限り無料交換・修理いたし
ます。
2. 保証期間内でも次の場合には有料交換または有料修理となり
ます。
（イ）本書の提示がない場合。
（ロ）お買い上げ明細書がない場合および本書の字句を書き替
えられた場合。
（ハ）使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および
損傷。
（ニ）お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれなどによる故障およ
び損傷。
（ホ）火 災・公 害・異 常 電 圧 お よ び 地 震・落 雷・風 水 害・そ の
他の天変地異による故障および損傷。
（ヘ）過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。

（ト）故障の原因が本機以外にある場合。
（チ）付属品などの消耗品の交換。
（リ）車輌船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
（ヌ）一般家庭用以外の用途（業務用など）で生じた故障および
損傷。
（ル）取扱説明書に記載された内容を守られない場合の故障。
3. 消耗品は保証対象外となります。
4. 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いか
ねます。
5. 保証に関して不明の点がありましたら、当社カスタマーサービ
スセンターにお問い合わせください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アフターサービス
1. 保証期間経過後の修理については、ご希望により有料で承ります。
2. 当社は、補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品を保持するために必要な部品です。

お問い合わせ

24時間・365日受付

ショップジャパン カスタマーサービスセンター
《 輸入 / 販売元 》ショップジャパン shopjapan.co.jp
株 式 会 社 オークローンマー ケティング
〒105 - 6321 東 京 都 港 区 虎 ノ 門 一丁目23番1号 虎ノ門ヒル ズ 森 タ ワー 21階
ショップジャパンはスイングトレーナーの正規輸入販売元です。

管理番号:SWT251029T1-03

