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システム概要

メイン機

サブ機

サブ機
サブ機

⼦機

親機(メイン機)
猟⽝を監視する。主に勢⼦向け
・⼦機を登録して使⽤する
・登録した⼦機の位置表⽰と⾳声を聞くことができる
・パスワードを設定し、サブ機がパスワードを⼊⼒
する事で、グループ内⼦機の情報を共有できる
・メイン機はグループ内に⼀⼈しか設定できない

⼦機
猟⽝に付けて使⽤する
・1台のメイン機に15台まで登録
することができる

親機(サブ機設定)
主に待⼦(射⼿)向け
・メイン機が登録している⼦機の位置表⽰と⾳声を聞くことができる
・メイン機で設定したパスワードを⼊⼒する事で情報共有できる
・グループ内の複数⼈が設定できる

親機
メイン機設定

サブ機設定
⼦機

通信
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親機を複数台使⽤する場合、中継機能を使⽤する事で通信範囲が拡⼤します。

 中継機能の設定

※中継送信ができる親機は最⼤10台です。 グループ内に11台以上親機が
ある場合、意図した地点で中継させる為、11台⽬以降は「中継送信しな
い」に設定する事を推奨します

※中継をする為には、親機を同じグループに設定する必要があります。
本書7ページの「サブ機として使う場合」にて、サブ機の設定を⾏ってください

通信チャンネル設定(取扱説明書P45 12.8.4.1.1)

中継機能について

メニュー 設定 中継設定システム設定

メニュー
メイン機/サブ機設定(取扱説明書P38 12.8.1.1 )

設定 メイン機/サブ機設定システム設定

メニュー 設定 親機設定 通信設定 通信チャンネル(周波数)

詳細設定
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直接電波が届かない

中
継

⼭・岩等の障害物

詳細設定(中継機能）(取扱説明書P39 12.8.1.2.1)



⼦機登録(取扱説明書P50 12.8.5.1 )

通信チャンネル設定(取扱説明書P45 12.8.4.1.1)

⼦機を親機（メイン機）に登録するとき
販売店で既に登録が完了している場合、この操作は不要です。

親機（メイン機）の操作 ⼦機の操作

「電源ボタン」を約1秒押す。

『GPSを受信できる環境で
使⽤ください』と表⽰される。

「決定ボタン」を押す。

「メニューボタン」を押す。

「設定」を選択「決定ボタン」
を押す。

「親機設定」を選択「決定ボ
タン」を押す。

次ページへ

①

②

③

④

⑤

メニュー

メニュー

設定 ⼦機登録

設定 親機設定 通信設定

⼦機設定

通信チャンネル(周波数)
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前ページから

親機（メイン機）の操作 ⼦機の操作

「通信設定」を選択「決定ボ
タン」を押す。

「通信チャンネル(周波数)」
を選択「決定ボタン」を押す。

CH1〜CH5のいずれかを選
択「決定ボタン」を押す。

「メニューボタン」を押す。

「設定」を選択「決定ボタン」
を押す。

「⼦機設定」を選択「決定ボ
タン」を押す。

次ページへ

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

※巻き狩り等グループで⽝の情報を共
有する場合は、通信チャンネル設定と
共に、グループのパスワード4桁の設定
をお願いします。

パスワード設定
(取扱説明書P48.12.8.4.1.4)
「メニュー」→「設定」→「親機設定」→
「通信設定」→「パスワード設定」

同グループ内でサブ機として使⽤する仲
間には、このパスワードを伝えてください
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前ページから

親機（メイン機）の操作 ⼦機の操作

「⼦機登録」を選択「決定ボ
タン」を押す。※

「⼦機登録」画⾯の状態 電源OFFの状態から「電源
ボタン」を約5秒⻑押しする。

LEDランプが⻘⾊で点滅し
たら指を放す。

『⼦機がXXXがみつかりまし
た。周波数XXで、登録しま
すか︖』と表⽰される。

『はい』にカーソルを移動して
「決定ボタン」を押す。
※タイムスロットと⾊設定は、
表⽰されたそのままでも問題あ
りません

『登録が完了しました。』と表
⽰される。

登録が完了すると、LEDラン
プが消灯する。

登録完了です。⼦機が複数ある場合は、⑬ に戻って繰り返します。

⑫

⑬

⑮

⑰

⑭

⑯

※「⼦機登録」が選択できない場合、親機がサブ設定になっている可能性があり
ます。メイン機になっている事を確認ください。

メニュー
メイン機/サブ機設定(取扱説明書P38 12.8.1.1 )

設定 メイン機/サブ機設定システム設定
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⽝を放す前に（既に⼦機登録されている場合）
⼦機登録は、事前に実施ください。
未だの場合は⼦機を親機に登録するときを参照ください

親機（メイン機）の操作 ⼦機の操作

GPS受信の為、屋外の上空が開けた場所へ移動してください。

「電源ボタン」を約1秒押す。

「GPSを受信できる環境で
使⽤ください」と表⽰

LEDランプが点灯する

「電源ボタン」を約1秒押す。

「決定ボタン」を押す。

②で決定を押してから、約
１分後画⾯左上で、GPS
が受信できている事を確認
する。

約1分後、LEDランプが5秒
周期の点滅に変わった事を
確認する※

地図上に⽝のアイコンが表
⽰されている事を確認する。

準備完了です。⽝を放す事ができます

①

② ③

④

※⼦機のLEDランプが⾼速点滅している場合、GPS測位ができていません。
屋外の出来る限り上空が開けた場所に移動してください。

⑤
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メイン機/サブ機設定(取扱説明書P38 12.8.1.1 )

通信チャンネル設定(取扱説明書P45 12.8.4.1.1)

サブ機として使う場合(巻き狩りに参加し、猟⽝位置情報を共有する)
この設定をおこない、メイン機に登録されている⼦機をサブ機に表⽰させます。
メイン機を持っている⽅（主に勢⼦）から下記の情報を確認ください。
1. メイン機が設定している通信チャンネルが1CH〜5CHの内どれなのか︖
2. メイン機が設定している、数字4桁のパスワードは︖

親機（サブ機）の操作

「電源ボタン」を約1秒押す。

『GPSを受信できる環境で
使⽤ください』と表⽰される。

「決定ボタン」を押す。

「メニューボタン」を押す。

「設定」を選択「決定ボタン」
を押す。

「親機設定」を選択「決定ボ
タン」を押す。

「通信設定」を選択「決定ボ
タン」を押す。

「通信チャンネル(周波数)」
を選択「決定ボタン」を押す。

事前に確認した親機の
CH1〜CH5のいずれかを選
択「決定ボタン」を押す。

「メニューボタン」を押す。

「設定」を選択「決定ボタン」
を押す。

次ページへ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

メニュー 設定 メイン機/サブ機設定システム設定

メニュー 設定 親機設定 通信設定 通信チャンネル(周波数)
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親機（サブ機）の操作

※メイン機を借りて、設定を確認する場合。
「メニュー」→「設定」→「親機設定」→
「通信設定」→「通信チャンネル（周波
数）」

旧パスワードが【0000】になっている場
合は使えませんので、この場合【0000】
以外のパスワードを設定してください。パ
スワード︓「メニュー」→「設定」→「親
機設定」→「通信設定」→「パスワード
設定」

前ページから

「システム設定」を選択「決
定ボタン」を押す

「メイン機/サブ機設定」を選
択「決定ボタン」を押す

「サブ機」を選択して「決定
ボタン」を押す

事前に確認した親機（メイ
ン機）の4桁のパスワード⼊
⼒。⽅向ボタンで数字を選
択し「決定ボタン」で⼊⼒す
る

４桁の数字⼊⼒後に画⾯
内の「決定」を選択し「決定
ボタン」を押す

『はい』にカーソルを移動して
「決定ボタン」を押す

⼦機が動作している状態で、
⽝アイコンが表⽰される事を
確認ください

『パスワードを保存しますか』
と表⽰される

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

設定終了です

⑯

「地図」を押して地図画⾯に
します

※サブ機からメイン機に戻す場合は、
⑫で「メイン機」を選択します
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猟場での主な操作
 電源ONする

「電源」を１秒程押してください。しばらく待つと表⽰部にFURUNOの⽂字が表⽰されます。
『GPSを受信できる環境で使⽤ください』と表⽰されるので、「決定ボタン」を押してください。

 電源OFFする
「電源ボタン」を2秒以上押すと『電源を切る』と表⽰されるので、ボタンから⼿を放してくださ
い。画⾯が消えてLEDも消えます。

※2秒未満の場合はスリープ状態になります。画⾯表⽰は消えますがLEDが点灯したままです。

 地図画⾯を⾒る
「地図」を押すと地図画⾯が表⽰され、通信状態にある⼦機が⽝アイコンとして表⽰されま
す。⾃分の位置と⼦機の位置を両⽅表⽰する時、距離が離れれば「縮⼩」を押して地図を
広げます。⾃分や⼦機周辺の地図詳細を知りたい時は「拡⼤」を押します。

 地図のノースアップとヘディングアップの切替
ノーズアップ ︓上が北です。位置を東⻄南北の⽅位で知りたい時に便利です。
ヘディングアップ︓進⾏⽅向が上です。⾃分からの⽅向を知りたい時に便利です。

 軌跡の表⽰/⾮表⽰切替
「戻る」を⻑押しすると表⽰/⾮表⽰が切替わります。

 軌跡のクリア
軌跡を消しても良い場合。

 地図上にマークを打つ

「マーク種別」を選択し「決定ボタン」を押すとカーソル位置にマークが付けられます。

メニュー
地図設定(取扱説明書P32 12.5 )

地図設定

メニュー

軌跡クリア(取扱説明書P36 12.6.3 )

軌跡設定 軌跡クリア

メニュー

マーク登録(取扱説明書P25 12.3 )

マーク登録
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この場合

 ⼀覧表⽰画⾯で⼦機の状態を⾒る
「地図画⾯」から「⾳声ボタン」を２回押すと「⼀覧表⽰画⾯」になります。
⽝がいる⽅向、⽝までの距離、⼦機から受信する電波強度、⼦機のGPS測位状態、⼦
機の電池残量、⼦機が測位した時刻を確認できます。

 地図画⾯から⾳声を聞く
「地図画⾯」から「⾳声ボタン」を押すと⽝アイコンが反転表⽰され選択状態になります。
聞きたい⽝アイコンを選択し「決定ボタン」を押すと『⾳声切替中』と表⽰され、成功すると
⾳量調節が表⽰されます。⽅向ボタンの右で⾳量が⼤きくなります。もう⼀度「⾳声」を押
すと⾳声がミュートされます。
※『⾳声切替失敗しました』と出た場合、通信状態が悪い事が考えられます。時間や場所
を変えて再度操作ください。

「戻るボタン」「地図ボタン」を押すと『⾳声終了中』と表⽰され⾳声が終了します。

 ⼀覧表⽰画⾯から⾳声を聞く
⼀覧表⽰で⼦機を選択して「決定ボタン」を押すと「⾳声」と「詳細」が表⽰される。「⾳声」
を選択して「決定ボタン」を押す。『⾳声切替中』と表⽰され、成功すると⾳量調節が表⽰
される。⽅向ボタンの右で⾳量が⼤きくなります。

 ⽝アイコンの説明

 コンパスアイコンの説明
コンパスアイコンの周囲が「⻩⾊」や「⾚⾊」で表⽰されている場合、⽅位の精度が悪くなって
いる可能性があります。下記のように８の字を描くようにして親機を回してください。

10



押しボタン機能説明

拡⼤
短く押す︓地図が1段階拡⼤
⻑く押す︓地図が連続して拡⼤

地図
短く押す︓地図画⾯/現在地表⽰に戻る
⻑く押す︓探索モードになる(取扱説明書P22)

決定
短く押す︓選択項⽬の実⾏/決定
⻑く押す︓なし

縮⼩

⾳声

⽅向
短く押す︓地図の⽅向移動
⻑く押す︓地図が⼤きく連続⽅向移動

メニュー

短く押す︓狩猟メニュー表⽰
短く押す︓メインメニュー表⽰
⻑く押す︓操作ロック/ロック解除 切替

短く押す︓⼀つ前の状態に戻る
⻑く押す︓軌跡の表⽰/⾮表⽰ 切替

[地図画⾯]

[地図画⾯から1回押す]
[地図画⾯から2回押す]

短く押す︓地図が1段階縮⼩
⻑く押す︓地図が連続して縮⼩

短く押す︓⼀覧表⽰画⾯になる
短く押す︓⽝選択状態になる
短く押す︓復旧 切替
⻑く押す︓なし

戻る

[地図/⾳声選択画⾯]
[地図/⾳声選択画⾯以外]
[⾳声ミュート]
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