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安全にお使いいただくために
■絵表示の意味

 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど	
人身事故の原因になります。

 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、	
他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

 警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコン
から取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに
使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを
十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げ
の販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま
使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外して
ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン
ターまでご連絡ください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原
因になります。
また、故障時の保証対象外となります。
本製品を火中に投入しないでください。
破裂により火災やけがの原因になります。
コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりし
ないでください。
火災や感電の原因になります。

 注意
本製品を次のようなところには置かないでください。
●	日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
	 暖房器具の周辺など高温になるところ
●	多湿なところ、結露をおこすところ
●	平坦でないところ、振動が発生するところ
●	マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
●	ほこりの多いところ
本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存し
てください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃ってい
るかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品
などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーション
センターまでご連絡ください。

●	ゲームパッド本体（コード長さ	1.8m）	･････････ 1 個
●	ドライバCD-ROM	................................................................... 1 枚
●	ユーザーズマニュアル（このマニュアルです）	........................ 1 部

ファイナルファンタジー ® XIV 推奨
12 ボタンゲームパッド
JC-U3312BK-FF
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム	12ボタンUSBゲームパッド	JC-U3312BK-FF をお買い
上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは "JC-U3312BK-FF" の操作方法と安全にお取り扱いいただくた
めの注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュ
アルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※	このマニュアルでは一部の表記を除いて "JC-U3312BK-FF" を「本製品」と表記
しています。

■コントロールパネルで確認する
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。

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」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ー」画面を表示します。

・Windows® 7 の場合
［スタート］メニュー→［デバイスとプリンター］の順に選択します。［Elecom	Wired	
Gamepad］を右クリックし、［ゲーム	コントローラーの設定］を選択します。

・Windows Vista® 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。［ハードウェアとサ
ウンド］をクリックし、［ゲーム	コントローラ］をクリックします。

・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。

	 1.  コントローラーから「Elecom Wired Gamepad」を
選択して、 ボタンをクリックします。
「Elecom	Gamepad のプロパティ」画面が表示され
ます

「Elecom	Gamepadのプロパティ」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。「Step1	ドライバをインストー
ルする」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。

	 2.  ［テストパネル］タブでは、各ボタンの動きを確認できます。

各軸の動きを表示します。

ハットスイッチ（POV）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。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、
左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンのUSBポートに接続しなお
してください。

	 3.  ［バイブレーション］タブでは、振動時間や強さを指定した振動のテストができます。
  をクリックすると、本製品のモーターがそれぞれ振動し

ます。振動を停止するには、 をクリックします。

振動する時間を設定します。

振動を停止します。

振動させる部分をクリックします。

振動する大きさを設定します。

	 4.  ボタンをクリックします。
「Elecom	Gamepad のプロパティ」画面を閉じます。

	 5.  ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

各ボタンの動きが正しければ、ドライバは正しくインストールされています。

ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、
またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかを、ゲームのマニュア
ル等でご確認ください。

本製品を使用する

Step1	 ドライバをインストールする
インストールする前に・・・
● 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。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。USB デバイスのインストールが自動的に完了してしまった場
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。

以下の画面はWindows	7	32bit版の画面です。画面はOSによって異なりますが、
手順は同じです。

	 1.	管理者（Administrator）権限を持つユーザーアカウントで Windows にログオンし
ておきます。

	 2.	パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属のドライバ CD-ROM を挿入します。
•	Windows	7、Windows	Vistaで自動再生画面が表
示されたら、「setup.exeの実行」をクリックします。
インストールプログラムが自動起動しないときは、•	
マイコンピュータ（コンピュータ）からCD-ROMを
挿入したCD-ROMドライブをダブルクリックしま
す。CD-ROMの内容が表示されたときは、「setup	
(.exe)」をダブルクリックします。

	 3.  インストールプログラムが起動します。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」（Windows	7）、「許可」
（Windows	Vista）をクリックします。

	 4.  「日本語」を選択して をクリックします。

	 5.  をクリックします。

	 6.  をクリックします。
インストールが開始されます。

	 7.  をクリックします。

Step2	ゲームパッドを接続する
	 1.  パソコンの USB ポートに、本製品の USB コネクタを差し込みます。

自動的に本製品の認識が開始されます。

必ず 500mA が供給さ
れている USB ポート
に接続してください。

•	パソコンの電源がONのときでも抜き差しできます。
USBコネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。•	

	 2.	通知領域または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。

Windows 7 Windows Vista Windows XP

Step3	接続 ･ 動作を確認する

■ボタンについて

ファイナルファンタジー ®XIV をプレイするときは、「アナログモード」で使用し
ます。

・アナログモード（MODE LED：赤色に点灯）のとき

前面

左スティック
（押し込み⑪ボタン）

①ボタン
②ボタン

④ボタン
③ボタン

視点変更
（POV､ハットスイッチ）
（デジタル8方向）

右スティック
（押し込み⑫ボタン）

⑨ボタン ⑩ボタン

MODEボタン

CLEARボタン

AUTOボタン

上面
⑦ボタン ⑧ボタン

⑤ボタン ⑥ボタン

MODE
LED（赤色）

MODE LED が赤色に点灯しているときにアナログモードになり、左右スティックが
アナログ入力できます。
・	⑪ボタン、⑫ボタンはスティックを押し込んだときに機能します。

・デジタルモード（MODE LED：緑色に点灯）のとき

前面

十字ボタン・上下左右 ①～④ボタン

MODEボタン

十字ボタン
（デジタル
 8方向）

①

③

④ ②

左スティックはデジタルで上下
左右が入力されます。十字ボタ
ンと同様の動作になります。

①～④ボタンが入力されます。実
際の①～④ボタンも同時に入力で
きます。

上面
⑦ボタン ⑧ボタン

⑤ボタン ⑥ボタン

MODE
LED（緑色）

他のボタンはアナログモードと同じです。

ファイナルファンタジー ®XIV をプレイするときは、「アナログモード」で使用します。
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ゲームを楽しむ

■連射機能を使う
本製品の①～⑫のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射
を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

連射速度は変更できません。

連射を有効にする

	 1.  AUTO ボタンを押しながら、すぐに連射を有効にしたいボタンを押します。

	 2.  連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順1を繰り返します。

連射を解除にする
有効にした連射を解除します。

	 1.  CLEAR ボタンを押しながら、連射を解除したいボタンを押します。
連射が解除されます。

	 2.  連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順1を繰り返します。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について
「エレコム	ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、
本製品で使用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、
今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同
じ感覚で、Windows用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲー
ムごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいだけるよう人気ゲームについては、設定
済みのプロファイルをご用意しています。

•	ゲームによってはご利用になれない場合がございますが、弊社ホームページでプ
ロファイルを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。
ファイナルファンタジー•	 ®XIVはゲームパッドに標準で対応しており、エレコム	ゲー
ムパッドアシスタントなしでお楽しみいただけます。ファイナルファンタジー®XIV
上でのエレコム	ゲームパッドアシスタントの動作はサポートしておりません。

「エレコム	ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社WEBサイトにアクセス
し、インストールプログラムをダウンロードしてください。

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

「エレコム	ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターター
マニュアル」（PDF形式）を用意しています。上記の弊社WEBサイトにアクセスしてダウ
ンロードしてください。

機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲー
ム用プロファイルダウンロードページでご確認ください。

「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe	Reader が必要です。

基本仕様

対応機種
USBポートを装備した、Windows®	7、Windows	Vista®

（～ SP2）、XP（SP2～ SP3）が動作する PC/AT 互
換機

動作時機能
アナログモード時：4軸、12ボタンのゲームパッド（POV付）

デジタルモード時：2軸、12ボタンのゲームパッド

振動機能 モータ	2個

外形寸法 約	幅148.5	mm×奥行62.2	mm×高さ88.7	mm

対応インターフェイス USB

ボタン数 12

本体重量 約190	g

ケーブル長 約180	cm（コネクタ先端まで）

動作温度 /湿度 5～40℃ /～ 90%RH（ただし結露なきこと）

保存温度 /湿度 -10～ 60℃ /～ 90%RH（ただし結露なきこと）

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ（ナビダイヤル）】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012
[ 受付時間 ]
9:00 ～ 19:00
年中無休

12 ボタン USB ゲームパッド
JC-U3312BK-FF  

ユーザーズマニュアル
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本ユーザーズ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。•	
本ユーザーズ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。
本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な•	
点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。•	
本製品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。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に•	
基づく輸出または役務取引許可が必要です。
Windows	7、Windows	Vista 及びWindows ロゴは、Microsoft の企業グルー•	
プの商標です。
その他本ユーザーズ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.		

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

ゲームパッドが認識されているか確認してください。
「■コントロールパネルで確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているか
をご確認ください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。
別のUSBポートに変更して正常に動作するか確認してください。
正常に動作する場合は、元のUSBポートに問題がある可能性があります。また、パソ
コンとゲームパッドの間にUSBハブを介して接続している場合は、USBハブを使用せ
ず、パソコンのUSBポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。
ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場
合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるよ
うに設定を行ってください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。
ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない（キーボード操作しかできない）
場合があります。

ドライバのアンインストール
ドライバが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。

● 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
● すべての Windows® プログラム（アプリケーションソフト）を終了することを推
奨します。

 本製品をパソコンから取り外します。

 スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。
コントロールパネルが表示されます。

 以下のいずれかの操作を行います。

 ●Windows® 7/Windows Vista® の場合
 「プログラム」の［プログラムのアンインストール］をクリックします。

 ●Windows® XP の場合
 ［プログラムの追加と削除］をクリックします。

 インストールされているプログラムの一覧から「Elecom Gamepad」を選択し、
（Windows® 7/Windows Vista®）または （Windows® XP）をクリッ

クします。

Windows	Vista® で「ユーザーアカウント制御」
画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

※	以降のアンインストールプログラムの画面はOSによって異なりますが、手順は同
じです。

 をクリックします。

アンインストールが開始されます。
 

アンインストールが終了したら、 をクリックして、パソコンを再起動
します。

これでアンインストールは完了です。


