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12ボタンUSBゲームパッド
JC-U912Fシリーズ
セットアップガイド

■はじめに

このたびは12ボタンUSBゲームパッド JC-U912F 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。

 1 ドライバをインストールする
本製品をご利用いただくためには、ドライバのインストールが必要です。

■DirectXバージョンの確認

本製品のドライバをインストールするには、バージョン7以上の
DirectXが必要です。次の手順でDirectXのバージョンを確認します。

 Windows Vista™をお使いの場合はDirectX 10がインス
トールされていますので、バージョンの確認は必要ありません。
「ドライバのインストール」に進んでください。

 ［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。

クリック

 入力欄に［dxdiag.exe］と入
力し、 ボタンをク
リックします。
「DirectX 診断ツール」画面
が起動します。

確　認

 DirectX のバージョン
を確認してください。

バージョンがDirectX 
7.0 未満である場合は、
本製品のドライバをイ
ンストールできません。
Windows Update （http://windowsupdate.microsoft.
com/）を使用して、DirectXを最新のバージョンにアップデー
トしてください。

 DirectX 7.0 以上のバージョンであっても、Windows 
Update（http://windowsupdate. microsoft.com/）を使
用して最新のバージョンにすることをおすすめします。

■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 Vista ™、Windows®XP/2000 の場合は、管理者
（Administrator）権限を持つユーザアカウントで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。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。

・Windows Vista™の場合
 管理者（Administrator）権限を持つユーザアカウントで
Windowsにログオンしておきます。

 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。

 弊社Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手
順6に進んでセットアッププログラムを起動してください。
 ［スタート］メニューから「コンピュータ」をクリックします。

 手順2でCD-ROMを
挿入した CD-ROMを
ダブルクリックします。
CD-ROMの内容が表示
されます。

 32bit 版 Windows 
Vista™ を お使いの
場 合 は「Vista32bit」

 フォルダをダブルクリックします。64bit版Windows Vista™を
お使いの場合は「Vista64bit」フォルダをダブルクリックします。
フォルダの内容が表示されます。

 「setup」をダブルクリックします。
セットアップ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場合は、「許可」をク
リックします。

クリック

 ボタンをクリッ
クします。

クリック

 ボタンをクリッ
クします。
インストールを開始しま
す。

クリック

 ボタンをクリッ
クします。
インストールが完了しま
す。

・Windows®XP/2000/Me/98の場合

 WindowsXP/2000の場合は、管理者（Administrator）権限
を持つユーザアカウントでWindowsにログオンしておきます。

 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。

 弊社Web ページからドライバをダウンロードした場合は、手
順6に進んでセットアッププログラムを起動してください。
 WindowsXPをお使いの場合は、［スタート］メニューから「マ
イ コンピュータ」をクリックします。WindowsXP以外をお使
いの場合は、デスクトップにある「マイ コンピュータ」をダブ
ルクリックします。

 手順2でCD-ROMを
挿入した CD-ROMを
ダブルクリックします。
CD-ROMの内容が表示
されます。

 「XP_2000_Me_98」
フォルダをダブルク
リックします。
XP_2000_Me_98フォルダの内容が表示されます。

 「setup.exe」をダブルクリックします。
セットアッププログラムが起動します。

 ボタンをクリックし
ます。

クリック

 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。

クリック

 ボタンをクリックしま
す。

■パソコンに接続する

 本製品をパソコンの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。
本製品接続時は、デジタルモードになっています。

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 Vista™の場合

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®XP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。

Windows®Me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。

 Windows®2000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CDROM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。

Windows®Meの場合

 JC-U1012F・JC-U1012V・JC-U912F・JC-U912Vを混在し
て使用するときは

 12 ボ タ ン USB ゲ ー ム パ ッ ド の、JC-U1012F・JC-
U1012V・JC-U912F・JC-U912Vの各シリーズを混在して使
用するときは、次のことにご注意ください。

 ・  本製品の使用を中止して、他3機種のいずれかのゲームパッ
ドを購入し使用する場合、コントロールパネルから「アプリ
ケーションの追加と削除」を使用して、本製品のドライバを
いったん削除してから、購入された製品のドライバをインス
トールしてください。

   ドライバを削除せずそのまま購入された製品を接続すると、
製品は問題なく使用できますが、認識名が「JC-U912F」と
表示されます。

  認識名は異なりますが、問題なく製品を使用できます。
 ・  本製品と他3機種のいずれかのゲームパッドを購入し1台

のパソコンに接続して同時に使用する場合、最初にインス
トールしたドライバの認識名が表示されます。認識名は異な
りますが、問題なく製品を使用できます。

 2 ゲームパッドの接続･動作を確認する
本製品が正常に認識され、動作しているか確認します。

■ボタンについて

・アナログモード（LED: 点灯）のとき

前面

ANALOGボタンを押すと、アナログボタンが点灯してアナログ
モードになり、左右スティックがアナログ入力できます。
・ 本製品接続時は、デジタルモードになっています。
・ ⑨ボタン、⑩ボタンはスティックを押し込んだときに機能します。

上面

・デジタルモード（LED: 消灯）のとき

他のボタンはアナログモードと同じです。

■連射機能を使う

本製品の①～⑫のすべてのボタンに対して個別に連射機能を設定で
きます。特定のボタンだけ連射機能を有効にしたり、すべてのボタ
ンに対して連射機能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。

連射機能を有効にする
 連射機能を有効にしたいボタンを押しながら、AUTOボタンを
押します。

 連射機能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。

 連射を解除したいボタンを押しながら、CLEARボタンを押し
ます。

 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。

■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。

・64bit 版Windows Vista™の場合
64bit 版 の Windows 
Vista™をお使いの場合、
コントロールパネルには2
種類の「ゲームコントロー
ラ」が表示されます。
［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、
［Gamepad Controller
（x86）］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。
・32bit 版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。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

・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「JC-
U912F」を選択して、「プロ
パティ」ボタンをクリックし
ます。
「JC-U912F Game Padの
プロパティ」画面が表示され
ます。

 「JC-U912F Game Pad
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。

 「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。

右スティックの動きを表
示します。

ハットスイッチの動きを
表示します。

方向キーまたは左ス
ティックの動きを表示し
ます。
1～12の各ボタンの状
態をイラストで表示しま
す。

左スティック（⑨ボタン）

⑫ボタン

①ボタン

②ボタン

④ボタン

③ボタン

LED（赤色）
方向キー・上下左右

CLEAR
ボタン

AUTO
ボタン

ANALOG
ボタン

右スティック（⑩ボタン）

⑪ボタン

⑦ボタン ⑧ボタン

⑤ボタン ⑥ボタン

上上

下

左 右

①

③

④ ②

方向キー・上下左右　⑨ボタン
左スティックはデジタルで上
下左右が入力されます。方向
キーと同様の動作になります。

LED（消灯） ANALOG
ボタン

①～④ボタン　⑩ボタン
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。
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■FINAL FANTASY®   XI で使う

FINAL FANTASY® XI でプレイしやすいものにするため、次のボタン
配列をお勧めします。

 アナログモードに切り替えて使用してください。

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。

 ［Vibration Test］タブでは、振動のテストができます。
振動テストするコイルを選
択します。
両方（Both）、左のみ（Left）、
右のみ（Right）から選択し
てください。
振動テストする大きさを指
定します。
振動テストする時間を指
定します。
初期値は1秒です。
クリックすると、上記内容
で振動します。
振動中にクリックすると、
テストを中止します。

スティックを調整します。

初期設定に戻します。

 ［Settings］タブでは、左右
スティックを調整できます。

 詳しくは、「スティックを調整する」を参照してください。
［Test］タブで左右スティックのみが動作しなかった場合など
に調整してください。

 ［About］タブでは本製品の
ドライバのバージョンを確
認できます。

 ボタンをクリック
します。
「JC-U912F Game Padの
プロパティ」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。

■スティックを調整する

［Test］タブで左右スティックのみが動作しなかった場合や中心が
あっていないときにスティックを調整します。

 通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必
要がありません。正しく動作しなかったり、スティックの中
央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用
ください。

 「コントロールパネルで確認する」の手順 1を参考にして、
「JC-U912F Game Padのプロパティ」画面を表示します。

 ［Settings］タブをクリックします。

 本製品がデジタルモードの場合は、ANALOGボタンを押して
アナログモードにします。
アナログモードで動作しているときは、LEDが赤色に点灯し
ます。

 ボタンをクリックし
ます。
「JC-U912F Game Pad 
Calibration」画面が表示さ
れます。

 左右のスティックに触れな
いようにして、スティック
が中央に位置するようにし
ます。

 本製品のいずれかのボタン
を押します。
スティックの調整がスター
トします。

 左右のスティックをぐるぐ
ると大きく円のように動か
してください。その後ス
ティックから手を離してス
ティックを中央に戻します。

 スティックを動かすとき押
し込まないでください。ボ
タンの機能が働いてしまい
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。

次のボタン配列をおすすめします。
決定 Button4
キャンセル Button3
アクティブウィンドウ切替 Button2
メインメニュー Button1
オートラン Button5
マクロパレット（Ctrl） Button7
マクロパレット（Alt） Button8
プレイオンライン Button12
メニュー非表示 Button11
ヒーリング /ターゲットロック Button9
カメラ切り替え Button10
スクリーンショット Button6
方向キー　移動→メニュー切り替え 設定しない
方向キー　移動→カメラ切り替え 設定しない
方向キー　トグル切り替え 設定しない

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。

 スティックから手を離して
スティックを中央に戻した
後数秒待ち、本製品のいず
れかのボタンを押します。

 本製品のいずれかのボタン
を押すか、 ボタンを
クリックします。
スティックの調整が完了し、
「JC-U912F Game Pad 
Calibration」画面を閉じま
す。

 ボタンをクリックします。
「JC-U912F Game Padのプロパティ」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。

 3 ゲームソフトでの設定例
ゲームソフトでの設定例をご紹介します。

■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。

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

"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2007年3月現在のものです。将来変更
される可能性があります。

TEL. 0570-084-465
FAX. 0570-050-012

9:00 12:00
13:00 18:00

～
～

受付時間

年中無休

●エレコム総合インフォメーションセンター
商品に関するお問い合わせは
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・ 本セットアップガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・ 本セットアップガイド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。
・  本セットアップガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点
がございましたら、販売店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。
・ 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず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。
・   Microsoft®、Windows®、Windows Vista™およびWindows Vista™ ロゴは米
国Microsoft の商標または登録商標です。

・   その他本セットアップガイドに記載されている商品名 /社名などは、一般に商標な
らびに登録商標です。

©2004-2007 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.  

マクロパレット切替（Ctrl）

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（Alt）

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（赤色）方向キー・
上下左右

メニュー
非表示

プレイ
オンライン


