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はじめに

この度は Deeper をご購入頂きありがとうございます。本製品を楽しくご活用いただき釣りをより楽

しんでいただけるよう願っております。

本説明書には本装置およびにアプリの操作に関する重要な情報が記載されていますので、時間をかけ
てお読みください。弊社ではお客様に Deeper を十分にご活用して頂ける様、様々なヒントやアドバ
イスをご用意いたしました。

説明書の各所にはアイコン表示があり、これらのアイコンは Deeper の使用に関するヒントを
示しています。

 

また、これらのアイコンは安全に関する注意事項や大切な情報を表しています。

トップへ戻る

スタートアップガイド

本装置の使用を始める前に、別紙の案内に記載されている安全情報を全てお読みください。本セクシ
ョンでは Deeper を開梱してから魚の探索開始に至るまでの手順を説明をいたします。図面と説明に
従って本装置の使用を始めてください。

本製品は、お客様の利便性の向上のため常にアップデートされています。お手元の製品と本マ
ニュアルのイラストが異なる場合があるかもしれませんが、お手元の製品はマニュアル同様に
機能いたします。モバイルアプリのアップデートとともに更新される電子版のマニュアルを参

照ください。

トップへ戻る

開封と充電

1. Deeperを使用する前に、本体が



濡れていないことを確認してくだ
さい。

2. Deeperの上蓋部分を半時計回り
に回転させて開きます。

3. 付属のUSBケーブル（もしくは互

換性のある充電機器）をDeeper
本体に接続します。

4. USBケーブルを市販のUSB電源

アダプタなどに接続して充電しま
す。

5. 充電が始まるとインジケータがオレンジ色に点滅します。点滅回数が多いと高速で充電している
状態です。充電が完了すると緑色に点灯します。赤色になると充電が必要な状態です。詳細は
「保証」のセクションをご覧ください。

Deeper内蔵のリチウムイオンバッテリーは、3℃以下の環境では充電することができません。もし、
インジケータが青色に点灯する場合には、温度が低すぎる事が考えられますので、温かい環境で再度

お試し下さい。

Deeperは、充電されていない状態で出荷されています。はじめてDeeperをお使いになる場合に
は、必ずバッテリーを満充電にしてからお使い下さい。満充電までには約2時間必要です。リチ
ウムイオンバッテリーは、バッテリー寿命を短くすることなくいつでも充電ができます。充電

を途中で中止してもバッテリーがダメージを受けることはありません。充電器の電圧は、本体

に記載のデータに適合したものをご使用ください。充電が完了したら充電器をプラグから外し
てください。

Deeperは満充電の状態で約6時間の動作が可能です。（290kHzで使用時）

Deeper のバッテリー寿命を長く保つために、充電の無い状態で長期間に渡る放置は避ける様お
願いします。Deeper をご使用にならない場合でも、2ヶ月に一度は充電を行って下さい。

リチウムイオン電池を不適切に扱うと、火災や爆発の危険があります。充電する際は、必ず使

用説明書の指示に従ってください。

水中でDeeperの充電を行わないで下さい。充電器、デュアルUSBポート車用充電器、マイクロUSBケ
ーブル、充電用マイクロUSBポートは湿気から保護してください。



トップへ戻る

アプリのインストール

1. 製品パッケージのQRコードをス
キャンするか、App Storeまたは
Google PlayでDeeperアプリを検

索して見つけて下さい。
2. 画面の指示に従ってアプリのイン
ストールを行って下さい。

釣り場に着く前に、Deeperを試したい場合はDeeperアプリを立ち上げ、設定の項目からシミュ
レーションを行うことで、ほとんどすべての機能にアクセスする事が可能です。シミュレーシ
ョンモードでは、ソナー画像を確認することも可能です。

参照 互換性.

トップへ戻る

ペアリングと接続

Deeperをお使いになる前に次のようなモバイル、もしくはタブレットにペアリングしてください。

1. Deeperが自動的にオンになるように充電中の状態か、水に浮かべた状態であることを確認して
ください。

2. Bluetooth 設定から、Bluetoothをオンにしてください。
3. Bluetooth 設定の中でDeeperを選択し、お使いのデバイスにペアリングしてください。ペアリン
グ中にDeeperとデバイスの距離が10m以上空かないようにしてください。

4. 接続が完了したらアプリケーションに戻ります。

ほとんどのデバイスの場合、Deeperとのペアリングは一度で済みますが、まれにペアリング後に再接

続が必要なデバイスもございます。

Deeperは、１台のデバイスのみに接続可能です。

もし釣り場にいるのであれば、「魚を探す」セクションの指示に従い、水に浮かべる前に竿に
Deeperを取り付けてください。

トップへ戻る



魚を探す

1. 釣りを開始する前に表面カバー
がしっかりと閉まっていることを
確認してください。

2. 取り付けアタッチメントボルトを
適切な位置に取り付けます。陸釣

りの場合は真ん中の穴、沖釣りの
場合は下部の穴にアタッチメント
ボルトを取り付けます。最適なア
タッチメントボルトを使用しない
と、Deeperが安定せずデバイス
との接続に問題発生します。

3. ラインをアタッチメントボルトにしっかりと結びます。
4. 調べたいポイントにDeeperを投げるか、ロッドを使ってキャストしてください。キャストする

前に必ずロッドの耐荷重をご確認ください。
5. アプリケーションを起動し、魚群探知を始めましょう。
6. 正確なソナー画像を得るために、Deeperをなるべく安定した姿勢に保って下さい。

Deeperを十分に強度のあるラインに取り付け、適切な結び目をしてください。キャストする前

に、必ずロッドがDeeperの重量に耐えられることを確認してください。適切なロッドを使用し
ないと、Deeperの紛失、ロッドの破損、または他人の財産を損傷する可能性がございます。

Deeperをリールを使って引き戻す際、正確なソナー画像を得るために、水の上を安定した姿勢

で引き戻せる事を確認してください。

トップへ戻る

ソナーの動作原理

1. Deeperは二つの異なる周波数（デュアルビーム）で動作可能です。精密なナロービーム
(15°@290kHz)は、魚、ストラクチャー、底質の高精度の探知に使用します。ワイドビーム
(55°@90kHz)は魚、ベイトフィッシュ、底質を広範囲に探るために適しています。



ワイドビーム(55°@90kHz)を使用して、魚のいる大まかな場所を把握し、そしてナロービーム
(15°@290kHz)を使用して、魚の位置やより詳しい底質について調べることをお薦めします。

初期設定では、Deeperが最高の性能と最長のバッテリ―寿命を保つために設計されたナロービ
ーム (15°@290kHz)に設定されています。

トップへ戻る

Login

Deeper アプリを使うには、まず Deeper ログイン画面に移動します。そこでユーザー登録（新規ユー
ザーの場合）またはログイン（既存ユーザーの場合）を行います。認証情報の入力が済み登録が完了

またはシステムへのログインが成功すれば、Deeper アプリの使用準備完了となります。



スマートフォンとタブレットとではインターフェイスの詳細がいくつか異なる場合がありま
す。

トップへ戻る

メイン画面



Bluetooth 接続アイコン Deeper 充電レベル

メニューバーの表示/非表示 Deeperの現在位置での水温と水深

魚のいる深さ 深さの自己調整計測

魚の場所とサイズ 水底

クイック設定を開く   節電スリープモード/通常モードへの
切り替え

消音モード/通常サウンドモード デバイスのステータス

メイン画面では、解析されたソナー情報が表示されています。画面の上部はDeeperにもっとも近接の
物理的な水面に対応します。画面の下部は、水の深度に対応します。

ソナーは、その下に位置しているものだけを捉えます。画面の右側には、より最近のソナースキャン
情報が表示され、またそのエッジには、現在の情報が表示されます。新しいソナー情報が受信される
たびに、ビューは左にスクロールします。

アプリケーションはソナーデータの履歴を保存しており、履歴ボタンをクリックすることでデータに
アクセスできます。スクロールして履歴を閲覧でき、魚の検索機能を使用している間にソナーが取得

した全情報を見る事ができます。Deeperは無制限にデータを保存できるので、いつでもデータにアク
セスできます。

アプリケーションには通知音設定があります。自分好みに設定すると、魚を探知した時、水深が変化

した時に、その設定に沿って通知音が鳴ります。消音ボタンで音を消すことも可能です。データ・パ
ッケージを受け取ると緑のライトが点滅してお知らせします。

Deeperが動いていない時には、通知音は魚が近づいて来た時のアラームとしても作動します。更に付

随機能として、ボート上の釣りの際に浅瀬に出る事を防ぐために、最低限水深を知らせるアラ
ームとしてもお使いできます。



トップへ戻る

ームとしてもお使いできます。

スマートイメージング：詳細モード

1. Deeper スマート魚群探知機は、底質の違いにより異なる表示を行います。ソナー信号が水底か

ら反射する際に、硬い底質の場合にはより強い信号として反射します。これにより、底質の違い
を知ることができます。アプリ内では、オレンジ（硬い）、茶色（中）、黒（柔らかい）として
表示されるので、視覚的に底質を把握することができます。

2. 水の底部は、最も信号を強く反射するので、画面の下部には、底部が連続的に明確な色のライン
で構成されます。

3. 高感度ソナーと弊社のソフトウェアアルゴリズムにより、水中の藻場、植生などを識別すること
も可能です。これらの反射信号は緑色で表示されます。

4. 画面の上部には、鮮明な青色の水面ラインが表示されます。このエリアは、水面の波や他のソナ
ー干渉によって引き起こされます。

5. Deeperは、底部の信号を解析する最新技術を持っています。それは魚、ストラクチャー、サー
モクラインを通して確認できます。底部に近い魚群や密度の高いストラクチャーは、水深の測定

に影響を与える可能性があります。
6. 魚アイコン機能を使用すると、ソナー画像と魚のシンボルの組み合わせで簡単に魚を識別するこ
とができます。シミュレートされた魚のアイコンは反射信号のサイズに基づき、3つの異なるサ
イズで表示されます。もしも魚の実際のサイズを知りたいのであれば「詳細スマート画像」を選

び、「魚アイコン」の選択を外してください。そうすると、魚の特定は難しくなりますが、より
正確な魚のサイズを知る事ができます。



正確な魚のサイズを知る事ができます。
7. ユニットは、魚の数や船速（リーリング速度）により、異なる形状およびサイズで表示される場

合があります。
8. ソナーが底部から反射されたとき、硬質の底部の場合にもっとも強い信号を反射します。反射し
たソナーは、水面で再度反射され二次反射としてソナー画像に現れます。二次反射は、底部の色

を表すラインの下にやや弱い色で表示されます。二次反射が表示さる場合には、底部が非常に硬

い底質であるという判断ができます。
9. 感度を調整することで、最適なソナー画像を得ることができます。感度を上げると、小さなベイ
トフィッシュや水泡、水中に浮かぶ小さなゴミなどもソナー画像として捉えます。感度を下げる
と、不要なものをソナー画像として捉えることができますが、下げ過ぎると何も捉えることが出

来ません。Deeperを使用する水質により感度の調整が必要です。
トップへ戻る

Boat Mode

Deeperは、お気に入りの釣り場の等深線図を作ることもできます。ボートモードに切り替えれば、
Deeperが自動的にスマートフォンやタブレットのGPSと連係し、すぐにオリジナルのリアルタイムの



Deeperが自動的にスマートフォンやタブレットのGPSと連係し、すぐにオリジナルのリアルタイムの
等深線図が作られ画面上に表示されます。これらのマップは保存され、履歴機能で後からでもアクセ
スできます。

1. 「設定」の上部メニューにある「ボートモード」をオンにすることでこの機能を使うことができ
ます。

2. マッピング機能を使うと湖底の詳細、深水が即座にモニタリングされ、ベストな釣り場を探せま
す。

3. 白いラインはGPS記録を表しており、カラフルなラインは等深線を示しています。地図に表示さ
れた色によって場所ごとの深さが簡単にわかります。

4. 容量制限のないソナーの画像記録や地底図データログにはトップメニューバーの履歴からアクセ
スできます。

5. 全てのソナーデータは保管も表示も便利なことに1箇所で出来るので、必要なデータを見つける
のに時間がかかりません。

トップへ戻る

穴釣り（ソナーとフラッシャー）

Deeperの穴釣り機能を使うと、従来の穴釣りフラッシャー・スクリーンビューで氷の下の状態をモニ
ターすることができるようになります。振幅スコープモードでは、ソナーリターンの強度と深度を上

げ、ソナーの下部の状況を鮮明に見ることができるので、ごく小ぶりのルアーや餌の動きさえも把握

することができます。



することができます。

1. この機能を使うには「設定」の穴釣りモードをオンにしてください。
2. 画面分断機能を使うと、スクリーン上に通常モードと穴釣りモード両方が表示されます。
3. 加えて、搭載されている振幅スコープモードでは、ソナーリターンの強度と深度を上げること
で、ソナーの下部の状況が鮮明に表示されるので、水面下の動きを追うことができます。

4. 画面分断機能では1画面上で通常モードと穴釣りモード両方を見ることができます。深等線や地

底構造を探り、魚を見ることができ、同時に釣りを楽しむこともできます。
5. ズーム機能を使うと、垂直フラッシャー上で選択したエリアを拡大し、よりリアルタイムでルア
ーや餌を追跡することができます。拡大された画面はスクリーン右側の2つの赤い線の間に表示

されます。
6. 穴釣りモードがオンになるとビームが自動的に290kHz（15°）に設定され、ルアー、魚や海底に
ついて、高い精度のリターンを得ることができます。

トップへ戻る

メニュー

メイン画面には、下記の通りに、アプリケーションの様々な機能にアクセスすることができます：

カレンダーでは、選択した釣り場の月齢や魚の活性レベルを見ることができます。
カメラを使用すると、アプリケーションを切り替えることなく、釣果写真を撮影できます。
天気予報は、選択した釣り場の現在と予測の気象条件を確認できます。
ノートは、メモや写真付きの釣行記録を作成できます。
マップは、現在位置が表示され、ポイントを見つけたり管理するのに役立ちます。（現在位置を



使用するにはGPS対応のスマートフォン・タブレットが必要）

履歴機能は、これまでに保存した過去のデータにアクセスすることができます。
設定は、アプリケーションとDeeperのセットアップを変更できます。

トップへ戻る

カレンダー

カレンダー機能は、選択した釣り場の魚の活性レベルと月齢を見ることができます。当月の魚の活性

レベルはオレンジ色のサークルで示されています。カレンダーで特定の日付をクリックすることで、
時間帯別に魚の活性レベルが表示されます。魚の活性レベルが高ければ高いほど、釣果に結びつく可

能性が高くなります。

GPS機能を搭載したスマートフォンでは、カレンダーで現在の位置情報を表示します。検索フィール
ドや以前に追加した釣り場の一覧から選択することにより、特定の場所の魚の活性レベルを確認する
ことができます。現在位置をリストに追加することもできます。



トップへ戻る

カレンダーで追加した場所はマップにも表示され、釣り場として分類されます。

場所の検索

場所の一覧

場所の追加

カメラ

カメラ機能を使用すると、アプリケーションを切り替えることなく写真を撮り、またコメントと一緒

にエントリを保存することができます。写真を撮るには、シャッターアイコンをタップして行いま
す。フラッシュアイコンをクリックすることで、フラッシュの有無を切り替え可能です。

写真を撮った後に、タイトル、説明を追加し、エントリを保存する画面が表示されます。また、カメ
ラアイコンをタップし、或いはこのエントリから以前の写真を削除することにより、追加する写真を
撮ることができます。

保存した写真エントリは、撮影された時のタイトル、コメント、日付と気象条件と一緒に、メモ機能

で表示されます。もしGPS機能を搭載したスマートフォンやタブレットを使用する場合、写真エント
リは、写真を撮った位置情報も場所を含んでいます。



キャプチャ画像 フラッシュを無効/有効にする

リは、写真を撮った位置情報も場所を含んでいます。

写真のエントリは、ノートにアクセスすることで、SNSで共有することができます。

トップへ戻る

天気

天気は、現在の気象条件と特定の場所の予測情報、また日出や日没、月の月齢など釣りに役立つ有益

な情報を得られます。タブレット機器では、タップすることで、特定の日付の詳しい天気予報にアク
セスすることができます。

GPS機能を搭載したスマートフォンでは、現在の位置情報に基づいた天気情報を表示します。検索フ
ィールドや以前追加した場所の一覧から選択することで、特定の場所の天気を確認することができま
す。現在の場所をリストに追加することができます。

カレンダーで追加した場所は、マップにも表示されます。またその後、天気場所として分類されま
す。

場所の検索



ノートリスト（タブレット） エントリを追加（タブレット）

場所の一覧

場所の追加

トップへ戻る

メモ

ノート機能を使うと釣り日誌を付けることができ、カレンダー上に表示されます。日誌のエントリー
がある日はオレンジ色で表示されます。クリックする事で書かれた日誌を読むこともできますし、新

たにエントリーを加えることもできます。同じ日に複数回日誌をエントリーしている場合は下部にス
クロールをする事で全て見る事が可能です。

新しいエントリを作成する際は、タイトルやコメントを付けたり、またカメラのアイコンをクリック
することによって写真も追加できます。ノートエントリはエントリーが行われた時の気象条件も含ま
れます。また、GPS機能を搭載したスマートフォンであれば、エントリーが行われた場所の位置情報

も含めることができます。

すべてのノートエントリのリストを見ることができ、またエントリを編集したり、共有ボタンをクリ
ックすることでSNSに共有することができます。編集をクリックすることで、ノートエントリの削除

も可能です。



ノートリスト（タブレット） エントリを追加（タブレット）

エントリを追加（スマートフォン） ノートリスト（スマートフォン）

場所の検索 場所の一覧

現在の場所 場所の追加

トップへ戻る

マップ

GoogleおよびGoogleのロゴはGoogle Inc.の登録商標であり、許可なしに使用することは できませ
ん。

GPS機能を搭載したスマートフォンでは、マップで現在位置を示します。タップしてスライドした
り、ピンチしてズームなどを行って、見たいポイントに移動することができます。場所がわかならく
なった場合には、現在位置アイコンをタップして、センタリングすることができます。マップの左側

にあるアイコンをクリックすることによって、マップビューと衛星ビューを切り替えることができま
す。

検索フィールドを使って新しい場所を見つけたり、以前に追加した場所の一覧から選択することがで
きます。新規に追加する場所は、カテゴリーで分類することができます。マップの右側にあるアイコ
ンクリックし、表示する場所をフィルターすることも可能です。



現在の場所 場所の追加

Select Language オプションで、言語を任意の物に切り替え出来ます。

トップへ戻る

トップへ戻る

履歴

履歴機能は、これまでに保存した過去のデータにアクセスすることができます。

スクロールしてすべての履歴を閲覧できます。スワイプ操作により、各履歴の詳細を閲覧できます。
また、履歴には時間の情報や水深、魚アイコンなどが記録されています。

各履歴は、右側の編集をクリックすることで名称を変更することもできます。また、履歴を削除した
い場合には、右上の選択をクリックして対象の履歴を選択し、削除をクリックすることで行えます。

キャプチャ画像

設定

設定機能で、あなたのニーズに応じてDeeperのアプリケーションを設定できます。

全般



単位オプションでは、水深と温度の単位を変更することができます。メートル法

(m, °C)、ヤード・ポンド法(ft, °F)、または尋(ftm, °F)から選択できます。
明るさ機能は、スマートフォンやタブレット機器のスクリーンの明度を変更する
ことができます。
Offline Maps 機能を利用して、オフラインで使用するためのカスタムマップをダ
ウンロードすることが出来ます。マップは地域と国によって区別されます。リス
トの中からダウンロードしたマップは、インターネット接続なしでいつでもアク
セス可能です。

Accounts オプションを使って個人アカウント設定の管理をすることが出来ます。
Facebook または Google+ アカウントからログアウトまたはログインすることが
可能です。
Run Simulation ボタンは、Deeper がスマートフォンまたはタブレットに接続さ
れていない状態である時に、メイン画面にソナー情報の表示をする
demonstration mode の有効化または無効化に使用します。

Deeperを管理では、アプリがペアリングしているDeeperの管理することができま
す。
Boat Mode で Boating 機能をオンオフすることが出来ます。
Ice Fishing で Ice Fishing Mode をオンオフすることが出来ます。
Frequency オプションは２つの動作周波数から選択することが出来ます。これに
より超音波の視野角が変わります（広角ビームまたは狭角ビーム）。
Vertical Flasher を利用することでソナーの反射強度を確認することが出来ます
が、この情報が必要な場合にのみオンにする様にしてください。確認の必要がな
い場合は本機能をオフにしておいてください。
Night Fishing 機能は、夜間のフィッシングに Deeper Night Fishing Covers を使

用される場合にオンにしてください。それ以外の場合はオフにしておいてくださ
い。
水深アラーム機能は、Deeper直下の水深が設定値より下回った場合にアラーム音

で告知します。
魚アラーム機能は、特定サイズの魚をDeeperが検知すると、アラーム音で告知す
る機能です。小、中、大サイズの魚に対して、個別に設定することも可能です。
魚の水深機能は、魚アイコンの上に表示される水深表示をオン・オフにする機能

です。

Read Manual オプションはこのマニュアルの電子版を開きます。
Version はアプリのバージョン情報を開きます。

ソナー

マニュアル

バックアップ（Android 限定）

クラウドサービスを利用してアプリデータのバックアップをすることが出来ます。バック



バックアップデータをインポートする。
バックアップデータをエクスポートする。

トップへ戻る

クラウドサービスを利用してアプリデータのバックアップをすることが出来ます。バック
アップ内容はメモエントリー、写真、追加したロケーションおよび設定を含みます。

互換性

Deeper と特定の iOS および Android デバイスとの互換性は確認済みでございます:

iOS 8.0 以降 
iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 4s、
iPadAir 2、iPad Air、iPad（第4世代）、iPad（第3世代）、iPad 2、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad
mini 2、iPad mini、iPod touch（第6世代）、iPod touch（第5世代）

Android 4.0以降 
Android端末の場合には、 

以下の要件を満たすこと：
Bluetooth、WiFi、内蔵カメラ

弊社は、より多くの機器に対応できるように日々開発努力を行っておりますが、Android機器のカス
タムROM、違法なカスタムツールを使ったiPhoneの場合には、正常にお使いいただけない場合がござ
います。 機器の互換性リストは、常に更新されています。現状でお使いの機器がリストにない場合で
も、将来的に互換性リストに加わる可能性がございます。もしご質問がある場合、弊社にご連絡くだ
さい。問題を解決するために努力してまいります。

トップへ戻る

図面

1. 取付点

2. 取付ボルト
3. Oリング
4. アンテナ
5. マイクロUSBの接続

6. LED状態インジケータ
7. ソナーアクティブフェース
8. 水位センサ接点

トップへ戻る

メンテナンス

Deeperは使用者のメンテナンスを最小限にするように設計されていますが、以下の簡単なメンテナン
スを行って下さい。

定期的にオレンジ色のOリングの状態を確認してください。Oリングが損傷したた場合、すぐに



サイズ規格  直径6.5cm

重量 100g 
接続  ワイヤレスBluetooth

Bluetoothの有効範囲  4050メートル  オペレーティングシステムやス
マートフォンによる 

水深範囲  40mまで/広角 1.3メートル・狭角 0.5メートル
防水 ABS樹脂

作動温度  20度から40度

ソナータイプ  デュアルビーム
周波 290 kHz (15°) / 90 kHz (55°) 
バッテリー リチウムポリマー電池  3.7V再充電可能

充電 マイクロUSBケーブル

定期的にオレンジ色のOリングの状態を確認してください。Oリングが損傷したた場合、すぐに
新しいシールと交換してください。
使用後にDeeperに残った水を拭き取ってください
定期的に汚れ、ほこり、塩分などをDeeperから清掃してください。清掃の際には、プラスチッ

ク溶剤は使用しないで下さい。
凍結条件で釣りをするとき、すべての氷をDeeper、特に底部から拭き取ってください。さもな
いと、ソナー情報に影響をあたえ、誤差が発生します。
常にDeeperの充電を行ってくだださい。最低でも2ヶ月ごとに、バッテリーを充電してくださ
い。

別のリーフレットに提供された安全規則に従っていることを確認してください。

トップへ戻る

仕様

トップへ戻る

トラブルシューティング Tips ＆ アドバイス

はじめに

Deeper をお使いになる前に、トップカバーがしっかりとネジで締め付けられていることを常に確認し
てください。ケースとカバー上のウォーターマークが完全に合わさっていないと水漏れによる Deeper

の故障につながる場合があります。これらの確認が済んだら、使用準備完了です！

接続

接続を行うには、Deeperを水に浮かべ5m以内の距離からペアリングを行います。ペアリングする端末

のBluetooth設定から、Deeperを選択してペアリングを行います。ペアリングが完了すれば、アプリを
開くだけでソナー信号を受信できます。

Deeper の取付け



トップへ戻る

Deeper の取付け

Deeperには、3箇所の取り付け箇所があります。一番上のネジ穴は、マウントに取り付ける際に使用

し、その他の場合には使用しません。堤防などの陸からDeeperを使用する場合には、中央のネジ穴を
使用します。これにより、最適で安定したBluetooth接続が可能となります。

スマートフォンをしっかりとお持ち下さい。

Bluetooth接続に影響を及ぼす可能性があるので、スマートフォンを地面に置いたり、タックルボック
スなどに収用しないでください。一部の金属製のスマートフォンケースなどを使用する場合に、
Bluetooth接続が弱くなる可能性があります。その場合には、ケースから取り外してお使いください。

干渉を防ぐ

Deeperは、一度に１つのデバイスのみペアリングが可能です。電波干渉を防ぐために複数台のスマー
トフォンをお使いの場合にはBluetoothをオフにすることをお勧めします。これにより、干渉を最小限

にすることができ、バッテリーを効率よく使用することができます。もし、Deeperを水に浮かべても
ペアリングが出来ない場合には、Deeper本体下部の2箇所の金属接点が土などで汚れている可能性が
あります。その場合には、スポンジなどで取り除いて下さい。

異なるモードについて

Deeperアプリでは、2つのモードが使用できます。基本モードでは、少ないデータ量により、より長

いBluetoothレンジでお使いいただけます。また、バッテリー消費も少なくなりますが、詳細モードで
得られる情報よりも少ない情報量となります。

ここまでのTipsでは、Deeperに関するよくある質問をまとめてありますが、記載されていない質問が
あるばあいには、お手数ですが弊社のカスタマーサポートまでご連絡下さい。

トップへ戻る

お問い合わせ

弊社にご連絡いただく場合には、ウェブサイトwww.buydeeper.com のお問い合わせフォームを利用

してください。また、 sales@buydeeper.com もご利用下さい。 Deeperの購入についてご質問がある
場合、現地の代理店にお問い合わせください。すべてのDeeper代理店のリストは弊社のウェブサイト
で公示され、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください 。

保証

保証

お客様の皆さん



弊社 DeeperのUABの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 製品を楽しんでいた
だけるよう心から願っています。 万が一、お使いの製品が、保証サービスを必要とする場合には、各

国の輸入代理店代理店または認定されたサービス/サポート·ネットワークメンバー（ASN）にお問い
合わせください。また、直接に support@buydeeper.com までご連絡ください。お客様に不必要な迷

惑をかけないように、保証サービスを求める前に、丁寧に文書を読むことをお勧めします。

保証

お使いの製品は保証領域内に購入したものと記載されている場合、この保証はDeeper、UABの製品に
適用します。Deeper、UABは本製品が最初の購入日から一年以上の間に、材料および製造上の欠陥が
ないことを保証します。 この保証を提供し、尊重している Deeper、UAB会社は、お客様が保証サー
ビスを求める国で、保証または添付リーフレットに指定されています。

もし保証期間内の製品は不適切な材質または製造のせいで欠陥があると判断された場合（最初の購入

日で）、Deeper、UAB会社や保証領域におけるASNメンバーは、以下の条件と制限事項を従属し、労

力や部品を無償として製品や欠陥部品を修理または交換します（Deeper、UABの裁量により）。
Deeper、UAB、ASNメンバーや代理店は新規または改装された製品や部品で、欠陥製品や部品を置き
換えることができます。置き換えられたすべての製品や部品は、Deeper、UABの所有物となります。

利用規約

1. オリジナルの納品書や売上票（購入の日付、モデル名及び代理店の名前を示す）は保証期間内にお
ける欠陥製品と一緒に提示されている場合にのみ、保証サービスが提供できます。もしこれらの文書

が提示されなく、或いは不完全、判読できない場合、Deeper、UABや認定されたサービスネットワー
ク（ASN）は無料の保証サービスを拒否する権利があります。製品でのモデル名またはシリアル番号

が変更され、削除され、除去されまたは判読できない場合、この保証は適用しません。

2. この保証は、お使いの製品がDeeper、UAB、代理店、ASNメンバーから、或いはDeeper、UAB、

代理店、ASNメンバーへの輸送コストとリスクを含まれていません。。

3. この保証は以下の内容を含まれていません。

a) 定期的なメンテナンスと損耗による修理や部品交換。

b) 消耗品（すなわちバッテリのような製品寿命の間に、定期交換をする必要のあるもの）。

c) この取扱説明書に記載されている通常の個人的な使用と一致しない使用、操作、処理によっ
て引き起こした製品の損害や欠陥。

d) 以下の通り、誤用で引き起こした製品の損傷または変更：

放置

事故、過度の熱、火事、化学薬品、ほこり、他の物質、振動、電力サージ、過剰または不適切な
電源や入力電圧、放射線、また照明、他の外力、衝撃などを含んでいる静電放電。

製品の物質、コスメチックまたは表面に損傷や変更を引き起こす処置。

通常の目的やDeeperの取扱説明書に従って本製品を使用しないこと。
Deeper取扱説明書の指示に従わないこと。

Deeperの安全使用および規制の指示に従わないこと。



Deeperの安全使用および規制の指示に従わないこと。
製品を使用している方法は、現地の技術的または安全に関する法律や基準に一致しないこと
Deeper、UABに規定された種類、条件および他の標準に一致しない付属品、周辺機器や他の製

品を使用すること
Deeper、UABやASNメンバー以外の人に、製品を修理し、或いは修理未遂

次の通り、Deeper、UAB会社事前の書面による同意のない調整やアダプテーション：

この取扱説明書に記載されている仕様や特徴を越えて製品をアップグレードし、

また、ある国のために特別に設計及び製造された製品以外、現地の技術または安全基準に適合す
るように製品を変更します。

ガジェットのバッテリーの充電サイクルはもう300を超えているとファームウェアによって追跡

されました。 この場合に、Deeper、UABによって提供されている保証範囲外サービスで、自分

の費用でバッテリーを交換することができると注意してください。

4. この保証は製品のハードウェア部品だけをカバーしています。エンドユーザーライセンス契約や個

別の許可/保証声明、または適用するように提供され、予定されている除外のためのソフトウェア
（Deeper、UABであろう、他人であろう）をカバーしていません。

5. Deeper、UABはDeeperの操作が誤りまたは割り込みがないことを保証しません。小さな故障はこの
マニュアルのトラブルシューティング章に記載されている理由により引き起こす可能性があります
が、またソフトウェアの変更、スマートフォンやタブレット機器の構成がガジェットに使用されるよ
うな我々が支配できなく、予期せぬ状況によって引き起こす可能性もあります。

6. もし以下のことがあれば、製品の診断手数料はお客様によって支払わなければならないことをお知

らせしたいと思います：

a) Deeper、UAB、正規の代理店や認定されたサービスセンターによって行われた製品の診断は、欠陥

を修正するために、この保証の下で（いかなる理由で）修理を受けることができないと証明します；

b) 或いはお使いの製品は正常に動作でき、ハードウェアの障害が診断されません。

どのように保証サポートを取得しますか？

保証請求を提出する前に、技術支援を得るため、support@buydeeper.comで弊社に連絡することをお
勧めします。有効な保証請求は一般的に、購入してから最初の30日間を介して処理されますが、この
時間の長さは製品の購入場所に応じて変化する可能性があります。詳細については、Deeper、UABや
製品を購入した小売店にご確認ください。購入ポイントと他の製品に関連している質問を介して処理

できない保証請求は、直接にDeeper、UABに取り組んでください。 Deeper、UABに関するアドレス
とお客様サービスの連絡先情報は、製品に付属しているマニュアルまたはwww.buydeeper.comにご
参照ください。

除外と制限

上記を除外し、製品やソフトウェアの品質、パフォーマンス、精度、信憑性、特定の目的への適合性

などについて、Deeper株式会社はいかなる保証も行っていません。 もしもこの除外が準拠法で認めら
れていない、もしくは十分に認められていない場合、Deeper株式会社は、その保証を準拠法の許す 範



れていない、もしくは十分に認められていない場合、Deeper株式会社は、その保証を準拠法の許す 範

囲において最大限に除外もしくは制限します。

Deeper株式会社は保証条件に従った製品の修理・交換についてのみ義務があります。

a) Deeper、UABやASNメンバーがいるとき、ダウンタイム、ユーザー時間の損失、業務の中断を引き
起こした障害、製品の操業中止、関連製品の欠陥または使用不能こと

b) 製品または関連製品からの不正確な出力

c) 他の原因。

これは過失やその他の不法行為、契約違反、明示または黙示の保証、厳格責任を含んでいる任意の法

理論に基づいて損失や損傷に適用します（たとえDeeper、UABやASNメンバーが事前にそのような損

害の可能性について通告されていたとしても）。

適用法が責任の除外を禁止したり制限したりする場合、Deeper、UABは適用法によって許容される最

大の範囲だけで、保証を除外し、制限します。この保証に基づいているDeeper、UABの責任は、いか
なる場合にも製品の価格を超えることができませんが、もし適用法が高い責任制限だけを許可してい
る場合、より高い制限が適用されます。

あなたは法的な権利を保有します

消費者は消費者製品の販売に関する適用可能な国内法に基づいて、法的（国定）な権利を持っていま
す。この保証はあなたが持つかもしれない法的権利、除外または制限されない権利、製品を販売した
人の権利に影響を与えません。 あなた独自の判断で持っているすべての権利を主張することができま
す。

他の保証がありません

Deeper、UABの販売店、代理人、または社員は、本保証の修正、延長、追加をすることが認められて
いません。

輸送

リチウムイオン電池は危険品に相当します。ユーザーが陸地で輸送する分には必要要件はありません
が、例えば輸送業者が航空便で送るなど、第3者によって輸送される場合に、特別包装やラベルが必要

となります。輸送につきましては専門家にご相談ください。

トップへ戻る

法律情報

© 2016 Deeper, UAB。特許出願中。無断複写・転載。‘Deeper’ は Deeper, UAB の商標です。Deeper,

UAB の許可なしにこの商標を使用することは出来ません。Deeper, UAB による事前の同意なしに、そ
の全てまたは一部を複製することは禁じられています。

Deeper、UABは予告なしに、この文書で提供された情報を変更する権利があります。



Deeper、UABは予告なしに、この文書で提供された情報を変更する権利があります。

BluetoothのワードマークとロゴはBluetooth SIG,Inc.によって所有されており、Deeper株式会社は
Bluetooth SIGのライセンスの元これらのマークを使用しています。

Apple、iPhone、iPadとiPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。App

StoreはApple Inc.のサービスマークです。

“「iPhoneのために作られます」や「iPadのために作られます」とは、電子アクセサリが専門的に
iPhone、iPadの接続のために設計されており、Appleの性能基準を満たすように、開発業者によって
認定されました。Appleは安全および性能基準に基づいている装置や適合について、一切の責任を負

いません。iPhone、iPadでこのアクセサリを使用すると、無線性能に影響を与える可能性があること
をご了承ください。

iOSは米国および他の国々で登録されたCiscoの商標または登録商標であり、許可に基づき使用されて
います。

Android、Google Play、Google Maps、GoogleのログおよびGoogle+ は米国および他の国々で登録さ
れたGoogle Inc.の登録商標です。

この文書や提供された個別のリーフレットに記載されている他の商標および商標名は識別と教育使用

だけのためのものであり、各社の商標または登録商標である場合があります。
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