
 USBゲームパッド
JC-U1212Vシリーズ
セットアップガイド

■はじめに

このたびは USB ゲームパッド JC-U1212V シリーズをお買い上げいただき誠にあ
りがとうございます。
本セットアップガイドは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用
になる前に本セットアップガイドをよくお読みになり、正しくセットアップを行っ
てください。

■ドライバのインストール

本製品のドライバをインストールする手順について説明します。Windows®XP/2000
の場合は、管理者（Administrator）権限を持つユーザで Windows にログオンしてお
きます。

 必ず、ドライバをインストールしてから本製品を取り付けてください。
Windows®98 をお使いの場合に誤ってインストール前にパソコンに本製品を
接続したときは、表示されている USB デバイスのインストールをキャンセル
して本製品を取り外し、ドライバをインストールしてください。

 Windows®98 以外の OS をお使いの場合は、USB デバイスのインストールが
自動的に完了してしまいます。その場合は、本製品を一度パソコンから取り外
して本製品のドライバをインストールし、パソコンの再起動後に本製品を接続
しなおしてください。

 パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。

 CD-ROM が自動起動しない場合は、［ス
タート］メニューから「ファイル名を指定
して実行 ...」をクリックします。入力欄に

［E:\Setup.exe］と入力し（CD-ROM ドライ
ブが E ドライブの場合）、 ボタン
をクリックします。

 ボタンをクリックします。
ドライバがインストールされます。

 ボタンをクリックします。

Windows®Me と Windows®98 の場合は、再起動
を促すメッセージが表示されます。「Yes, I want 
to restart my computer now.」を 選 択 し て、

ボタンをクリックします。
パソコンが再起動します。

■パソコンに接続する
 本製品のボタン・スティックに触れていな

い状態で、パソコンの USB ポートに接続
します。
自動的に本製品の認識が開始されます。

各 OS によってメッセージの表示が異なります。
ご使用の OS を確認してください。

タスクトレイにインストール完了のメッセージが
表示され、自動的に認識されます。これで本製品
とパソコンの接続は完了しました。

WindowsXP の場合

ダイアログに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています。」と
メッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了
しました。

WindowsMe の場合

ダイアログに「新しいハードウェアが見つかりました。」とメッセージが表示され、自動的
に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows2000 の場合

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。次の手順に従って USB ヒューマ
ン インターフェイス デバイスのドライバをインストールします。

 ボタンをクリックします。

 「使用中のデバイスに最適なドライバを検
索する（推奨）」ラジオボタンを選択して、

ボタンをクリックします。

 すべてのチェックボックスをチェックしない状態
にして、 ボタンをクリックします。

 ボタンをクリックします。
インストールを開始します。

 使用するパソコンによっては CD-ROM を
要求される場合があります。このときは、
要 求 さ れ て い る Windows の CD-ROM を

 パソコンの CD-ROM ドライブに挿入して ボタンをクリックします。

 ボタンをクリックします。

これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Windows98 の場合

■ボタンについて

⑥ボタン

左スティック⑪ボタン ②ボタン

⑧ボタン

④ボタン

③ボタン

⑤ボタン

⑦ボタン

①ボタン

右スティック⑫ボタン

LED（緑色）

方向キー・上下左右

⑨ボタン

⑩ボタン

・ ⑪ボタン、⑫ボタンはスティックを押したときに機能します。
・ 本製品がパソコンに接続されると LED が点灯します。
・ 本製品は、FINAL FANTASY® XI でプレイしやすいボタン配列になっています。

■コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面から本
製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラ」または「ゲームオプ
ション」画面を表示します。

・Windows®XP の場合
［スタート］メニュー→［コントロールパネル］の順に選択します。［プリンタとそ
の他のハードウェア］をクリックし、［ゲームコントローラ］をクリックします。

「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

・Windows®Me/2000/98 の場合
［スタート］メニュー→［設定］→［コントロールパネル］→［ゲームオプション］の順
に選択します。「ゲームオプション」画面が表示されます。

 コントローラから「ELECOM JC-U1212V 
series」を選択して、「プロパティ」ボタンを
クリックします。

「ELECOM JC-U1212V series」画面が表示
されます。

 「ELECOM JC-U1212V series」が表示され
ない場合は、本製品のドライバが正しくイ
ンストールされていません。「ドライバのイ
ンストール」を参照して、ドライバを正しく
インストールしてください。

 ［Test］タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

左アナログボタンの動きを表示します。

右アナログボタンの動きを表示します。

方向キーの動きを表示します。

1 ～ 12 の各ボタンを押すと、それぞ
れの数字が光ります。

 ［Effect］タブでは、振動の確認ができます。
左アナログキーを横方向や縦方向に動かすことで、ゲームパッドが振動します。

 ボタンをクリックします。
「ELECOM JC-U1212V series」画面を閉じます。

 ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

さあ、FINAL FANTASY® XIで使ってみましょう！→

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック



■PlayOnline™ で使う

PlayOnline™ で本製品を使うには、PlayOnline™ の設定ツール「PlayOnline Viewer 
Config」からゲームパッドを使用できるように設定を変更する必要があります。

 あらかじめ本製品のインストールを完了して、USB ポートに接続します。

 他のゲームパッドは接続しないでください。

 「スタート」→「すべてのプログラム」(Windows®Me/2000/98 の場合は「プ
ログラム」) →「PlayOnline」→「Play Online Viewer」→「Play Online Viewer 
Config」を選択します。

「Play Online Viewer Config」画面が表示されます。

チェック！

 「ゲームパッドを使用する」にチェック
を入れます。

 必ず「ゲームパッドを使
用する」にチェックを入
れてください。チェック
を入れない場合は、本製
品が「Play Online™」で
使用できません。

 ボタンをクリックします。
設定を変更した場合は「設定を保存し
ますか？」と確認のメッセージが表示
されます。

 ボタンをクリックします。
設定を反映して、「PlayOnline Viewer Config」を終了します。

■FINAL FANTASY®   XI で使う

本製品のボタン配列は、FINAL FANTASY® XI でプレイしやすいものになっています。

マクロパレット
切替（Alt）

移動、ヒーリング
/ ターゲットロック

メインメニュー

マクロパレット切替（Ctrl）

アクティブウィン
ドウ切替

決定

オートラン

スクリーン
ショット

キャンセル

カメラ切替

LED（緑色）

方向キー・上下左右

メニュー非表示

プレイオンライン

Windows 版 FINAL FANTASY®  XI で本製品を使うには、FINAL FANTASY®  XI の
設定ツール「FINAL FANTASY XI Config」からゲームパッドを使用できるように設
定を変更する必要があります。

 あらかじめ本製品のインストールを完了して、USB ポートに接続します。

 他のゲームパッドは接続しないでください。

 「スタート」→「すべてのプログラム」→「PlayOnline」→「FINAL FANTASY XI」
→「FINAL FANTASY XI Config」を選択します。

「FINAL FANTASY XI Config」画面が表示されます。

クリック

 「Global」タブにある ボ
タンをクリックします。
ゲームパッドの設定画面が開きます。

チェック!
 「パッド有効」にチェックを入れます。

 必ず「パッド有効」にチェックを入れ
てください。

 チェックを入れない場合は、本製品
が「FINAL FANTASY® XI」で使用で
きません。

クリック

 「カメラ」ボタンをクリックします。
方向キーを使った、カメラ設定画面が
開きます。

 カメラに合わせる方向キー ( 右スティック
がおすすめです ) の上を入力したまま、「1」
ボタンを押します。

 手順 6 と同様に、下、右、左の順に割り当てる方向キーを入力します。

 割り当てた方向キーの動作確認をします。動かして
設定内容を確認し、「1」ボタンを押します。
ゲームパッドの設定画面に戻ります。

 ゲームパッドの設定を確認します。
「パッド有効」のチェックおよびキーの設定後は、そのままの設定でご利用い
ただけます。

 FINAL FANTASY XI上
でゲームパッドを有効
にします。 必ずチェック
してください。

振動機能を有効にします。

個別に機能を変更する時
に選択します。

ゲームパッドのボタンに
どの機能が割り当てられ
ているか確認するテスト
画面を表示します。

詳しい操作方法を記載し
たヘルプを表示します。

詳しい設定変更の方法については、 ボタンをクリックして表示
されるヘルプに記載されておりますので、ご参照ください。

　 ■ 振動機能を利用したいとき
「パッドオプション」にある「ForceFeedback 有効」チェックボックスをチェッ
クしてください。

　 ■ 個別にボタンの機能を変更したいとき
割り当てたい機能のドロップダウンリストをクリックして選択した状態にし
て、対応させたいボタンを押します。

　 ■ ゲームパッドのボタンにどの機能が割り付けられているかテストしたいとき
ボタンをクリックすると、テスト画面が表示され、ゲームパッ

ドのボタンがどの機能に割り付けられているかテストできます。
ボタンをクリックすると、ゲームパッドの設定画面に戻ります。

ゲームパッドのボタンを
押すとボタンに割り付け
られた機能のラジオボタ
ンがオンします。移動やカ
メラ、メニューの場合は上
下左右に「＋」が動きます。

クリックすると、ゲームパッ
ドが振動します。

クリック

 設定が完了したら をクリッ
クします。
設定を変更した場合は「変更を保存します
か？」と確認のメッセージが表示されます。

 ボタンをクリックし、続けて ボタンをクリックします。

設定を反映して、「FINAL FANTASY XI Config」画面に戻ります。

クリック

 をクリックします。
設定を変更した場合は「設定を保存しますか？」と確認のメッセージが表示さ
れます。

 ボタンをクリックし、続けて ボタンをクリックします。

設定を反映して、「FINAL FANTASY XI Config」を終了します。

クリック

 ゲーム中のキャラクタが一定の方向に動いたりカメラが向いてしまうときは、ス
ティックの軸合わせ（キャリブレーション）が正しく行われていない可能性がありま
す。その場合は、一度ゲームを終了し、本製品を取り外し、すべてのボタン・スティッ
クに触れていない状態でパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

"FINAL FANTASY" "PlayOnline"は株式会社スクウェア・エニックスの商標または登録商標です。

FINAL FANTASY XI Config 画面は 2003 年 7 月現在のものです。将来変更される可能性があ
ります。
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