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エレコム ゲームパッドアシスタント

スターターマニュアル

エレコム ゲームパッドアシスタントは、Windows 用のゲームを当社
製ゲームパッドで楽しんでいただくためのソフトウェアです。
本スターターマニュアルは、簡単にエレコム ゲームパッドアシスタン
トをご利用いただくために、インストール方法とプロファイルの設定方
法について説明しています。

STEP1 エレコム ゲームパッドアシスタントをダウンロードする

STEP2 エレコム ゲームパッドアシスタントをインストールする

STEP3 プロファイルをダウンロードする

STEP4 プロファイルを登録する

STEP5 プロファイルを選択する

ご利用の前に、
本スターターマニュアルをよくお読みになり、

次の順に作業を進めてください。
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 • 本スターターマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
 • 本スターターマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを
禁止させていただきます。
 • 本スターターマニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレ
コム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
 • 本ソフトウェアの仕様は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
 • 本ソフトウェアを使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、
責任を負いかねますのでご了承ください。
 • Windows 7、Windows Vista 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グルー
プの商標です。
 • その他本インストールマニュアルに記載されている会社名・製品名等は，一般に
各社の商標又は登録商標です。

©2010 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. 



2

1  エレコム ゲームパッドアシスタント ダウンロードページに
アクセスします。

http://www.elecom.co.jp/support/download/
peripheral/gamepad/assistant/

2  「ゲームパッドアシスタントソフト本体」をクリックします。

クリック

ダウンロードページが表示されます。

3  ページの内容をよくお読みになり、 をクリッ
クします。

クリック

ファイルのダウンロード画面が表示されます。

4  をクリックします。

クリック

名前を付けて保存画面が表示されます。

STEP1 エレコム ゲームパッドアシスタントを
ダウンロードする

http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/
http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/
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5  保存場所を選択し、 をクリックします。
例：デスクトップに保存する場合

クリック

ダウンロードの完了画面が表示されます。

6  をクリックします。

クリック

「ElcGpUtlSetup100（.exe）」がダウンロードされます。
※バージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

これで、エレコム ゲームパッドアシスタントのダウンロードは完了です。
STEP2 に進んでください。
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1  STEP1 でダウンロードした「ElcGpUtlSetup100（.exe）」を
ダブルクリックします。

ダブルクリック

2  ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、
（Windows 7）/ （Windows Vista）をクリックします。

クリック クリック

エレコム ゲームパッドアシスタントのセットアップウィザードが表示され
ます。

3  をクリックします。

クリック

4  をクリックします。

クリック

5  をクリックします。

クリック

6  をクリックします。

クリック

デスクトップに「エレコム ゲームパッドアシスタント」
が作成されます。

これで、エレコム ゲームパッドアシスタントのインストールは完了です。
STEP3 に進んでください。

STEP2 インストール先を変更する
場合は、 をク
リックし、インストール先
を指定してください。

エレコム ゲームパッドアシスタントを
インストールする
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各ゲームごとに、エレコム ゲームパッドアシスタントに読み込んで、すぐに快適
なゲーム操作ができるプロファイルを用意しています。

1  エレコム ゲームパッドアシスタント ダウンロードページに
アクセスします。

http://www.elecom.co.jp/support/download/
peripheral/gamepad/assistant/

2  ゲームメーカーをクリックします。

クリック

ダウンロードページが表示されます。

3  ゲーム名をクリックします。

クリック

4  お使いのゲームパッドのシリーズをクリックします。

クリック

ファイルのダウンロード画面が表示されます。

5  をクリックします。

クリック

名前を付けて保存画面が表示されます。

STEP3 プロファイルをダウンロードする

http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/
http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/
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6  保存場所を選択し、 をクリックします。
例：デスクトップに保存する場合

クリック

ダウンロードの完了画面が表示されます。

7  をクリックします。

クリック

プロファイルの圧縮ファイル（.zip）がダウンロードされます。

※バージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

8  ダウンロードした圧縮ファイル（.zip）を解凍します。
解凍すると、次のファイルおよびフォルダが作成されます。

①「profile」フォルダ

②キーマップ表

③ReadMe

①	「profile」フォルダ
フォルダ内にエレコム ゲームパッドアシスタントに読み込むためのプロ
ファイル（.EPR）が作成されます。
マルチプロファイルの場合は、複数のプロファイルが用意されています。

プロファイル

②	キーマップ表
ファイル名は、「egap_ ゲーム名 _ 日付」（.pdf）です。
プロファイルを読み込んだときのコントローラの各キーの割当機能をイラ
ストで記載しています。

③	ReadMe
ファイル名は、「egap_ ゲーム名 _ 日付」（.txt）です。
プロファイルの概要や機能など、プロファイルに関する情報を記載してい
ます。
また、マルチプロファイルの場合は、ゲームを楽しむ際にどのプロファイ
ルを選択すればよいかも記載しています。

キーマップ表および ReadMe は、手順 のプロファイルダウンロー
ドページで個別にダウンロードすることもできます。

これで、プロファイルのダウンロードおよび圧縮ファイルの解凍は完了です。
STEP4 に進んでください。



7

1  STEP3 でダウンロードしたプロファイルをダブルクリックし
ます。

ダブルクリック

プロファイルの登録画面が表示されます。

2  をクリックします。

プロファイル名はお好みの名前に変更できます。テキストボックス内
の文字を編集してください。

クリック

3  をクリックします。

クリック

プロファイルがエレコム ゲームアシスタントに登録されます。

4  複数のプロファイルがある場合は、手順 ～ を繰り返し、
すべてのプロファイルを読み込みます。

これで、エレコム ゲームパッドアシスタントへのプロファイルの登録は完了です。
STEP5 に進んでください。

STEP4 プロファイルを登録する
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1  STEP2 で作成された「エレコム ゲームアシスタント」アイコン
をダブルクリックします。

ダブルクリック

エレコム ゲームアシスタント設定画面が表示されます。

2  下側のプルダウンメニューから、お使いゲームパッドの型番
を選択します。

選択

3  「プロファイル」のプルダウンメニューから使用するプロファイ
ルを選択します。

選択

4  をクリックします。

クリック

選択したプロファイルのキー
の割当機能が表示されます。

これで、プロファイルが使用できます。
プロファイルを選択したゲームで、ゲームパッドを使って快適なゲーム操作ができ
ます。

お好みにあわせて、お客様ご自身でプロファイルを作成することができます。
詳しくはヘルプをご覧ください。

STEP5 プロファイルを選択する

マルチプロファイルの
場合は、ゲームを楽し
む際にどのプロファイ
ルを選択すればよい
か、ReadMe に 記 載
しています。
詳しくは ReadMe を
お読みください。

（5 ページ参照）


