
セットアップソフトウェアガイド

VenomX
TM

マウスコントローラーコンボ

ヴィノム-X™ をお買い上げいただきましてありがとうございます。
セットアップ前にこちらの ガイド をご一読ください。

はじめに VenomXTM

トゥアクトのヴィノム-Xマウスコントローラーセットは、有線/無線接続に切り替え可能なゲーミングマウ
ス、レフトワンドコントローラー、トランシーバーボックス３点のハイエンドな機器で構成されています。

ヴィノム-Xはユーザーのスタイルに合わせてプログラムや設定を変更可能な豊富なカスタマイズ機能
を搭載しています。ボタンのマッピング機能、設定の調整、３セットの異なるゲームプロファイルをマウ
ス自体に記憶させて自在に変更する事が可能です。
 
ヴィノム-Xセットアップソフトウェアはトゥアクトのホームページからダウンロード可能です：  
www.tuact.com/support/downloads, こちらのソフトウェアは、ドライバのインストールが不要で、
いつでもお使いのPCから削除可能な、まっさらな状態のソフトウェアです。

Tuact Corp. Ltd.



ハードウェアの接続について  VenomXTM

 

・ PlayStation 4 

・ PlayStation 3 

・ Xbox360

・ XboxOne 

・ PC 

・ ヴィノム-Xマウス

・ ヴィノム-Xファームウェアアップグレード

メインメニュー ボタン

以下のセットアップのオプションにより、7つのメニューがあります：

セットアップソフトウェアの初回の起動の前に、ハードウェアをお使いのパソコンに接続してください。
接続後に自動的にドライバのインストールが始まり、トランシーバーボックスとマウスがパソコン上で認
識され、それぞれに対してドライバがインストールされますので、正常に機能することがPC上で確認で
きるまでお待ちください。

ヴィノム-Xのセットアップ：

  • PCをホストとして選択するために、トランシーバーボックスの裏側の「Host Select」(ホストの選
             択)のスイッチを「PC」の位置へスライドしてください。
  • PCのUSBポートにミニUSBケーブルを接続し、トランシーバーボックスを接続してください。

マウスのセットアップ：

  1. ヴィノム-XのマウスをPCのUSBポートにマウスケーブルで直に接続してください。
  2. Windowsのシステムがヴィノム-Xのデバイスのドライバを自動的にインストールします。
         Windows XP、Vista、Win7、Win8には別途専用のドライバのインストールは不要です。 

備考：  セットアップソフトウェアを起動する前に、Windowsがドライバのインストールを完了するまで
             お待ちください。完了前の操作はソフトウェアのエラーの原因となります。

ポイント：  トランシーバーボックスとマウスは、同時または別々でもパソコンに接続可能です。



設定

各プラットフォームのセットアップウィンドウの中には、「Layout」（レイアウト）と「Configuration」
(設定)のタブがあります。ヴィノム-Xのゲームコントロールを設定するには、設定タブをクリックしてください。：

セットアップウィンドウでは、「簡単セットアップ」(Easy Setup)と「プロセットアップ」(Pro Setup)の２つのモードのうちいずれか
を、モードボタンにて選択できます。パラメーターの調整方法をご存知でない限りは、簡単セットアップモードでのヴィノム-Xの
セットアップを推奨します。

簡単モード：

ゲーム名のついたプロファイルをダウンロードし、マウス速度の調整をした後にハードウェアに適応させます。ヴィノム-Xマウス
は自動的にDPI値をレポートするため、通常のマウスを使用しない限り、「通常マウスDPI」(Non-Venom-X Mouse DPI)ウィンド
ウの値を入力する必要はありません。



マウススピード と ADSスピード：

ヴィノム-Xでは、ゲームプレイの移動速度を変更するために、「Mouse Speed」（マウスの速度）のスライドバーで拡大
率を調整できます。拡大の因数はバーの右側のウィンドウ内に表示されます。マウスの追跡データは数値が1.0より大
きい場合には拡大され、数値が1.0未満の場合には縮小されます。
（数値の設定範囲：0.2～4.0）

マウスの移動速度は、武器のスコープが見える状態で、ADSスピード・スライダーで調整できます。この数値が1.0より
大きい場合にはマウスの追跡データが拡張され、数値が1.0未満の際に縮小されます。
（数値の設定範囲：0.2～4.0）

備考：
大半のゲームでは、ゲーム・コントロール・オプションで感度の調整が出来ます。マウスの追跡機能の精度を損なわな
いためにも、ヴィノムのマウス速度とADS速度を1.0に設定することをお勧めします。その後、実際にプレイをしてゲー
ム感度を最適な状態に調整するのが良いでしょう。

プロモード：

好みのプレイスタイルにヴィノムを調整するためには、「プロセットアップ」(Pro Setup)ボタンを押してパラメーターを
設定してください。



マウスDPI：

マウスの追跡データ値はDPIに影響されるため、実際のDPIに等しいマウスの速度を得るた
めに、ヴィノム-XはDPI値を都度調整する必要があります。通常のマウスを使用する場合、異
なるDPI設定条件でもプレイ中に同じ速度を保つためにはDPIを設定することが重要なた
め、設定値を入力してください。
設定範囲：400-8200

備考：  ヴィノム-Xマウスは自動的にDPI値をレポートするため、DPIの設定は不要です。

武器の重量：

ゲームによっては武器にシミュレーション化された重量が課されます。その場合、武器を動
かした際に惰性が見受けられ、速度のラグが顕著になりますが、ヴィノムの「Weapon 
Weight」(武器重量)のオプションでこのラグを解消します。武器の重量が大きいほど、大き
な数字を選択する必要があります。
数値範囲：1、2、3

備考：  武器に重量が課されない場合には、移動速度の加速とマウスの追跡動作の滑らかさが損なわれるため、このオプ
             ションをオンにしないでください。

デッドゾーンのセットアップ：

種類：

一部のゲームでは、スクウェアタイプでデッドゾーンを処理し、他のゲームではサークルタイプで処理します。誤った値
に設定されたデッドゾーンタイプは斜めに波打つような、もしくは、小刻みでジグザグな動きの原因となります。
仮にマウスが縦か斜めに波打つような動きをしている場合は、デッドゾーンの種類を変更する必要があります。

デッドゾーンと ADS (エイムダウンサイド)デッドゾーン：

デッドゾーンの値は、細かな動きの感度と滑らかさだけでなく、高い値での設定によって通常の動作により高速感が出る
ため、移動速度にも影響します。デフォルトのプロファイルに、人気のゲーム向けに推奨される値が設定されおり、プロフ
ァイルは3つまで手持ちのハードウェアに保存が可能です。



備考：   デッドゾーンとADSデッドゾーンは、ヴィノム-Xのマウスのボタンもしくはお手持ちのキーボードで直ぐに調整が
              可能です。ファンクションボタンのコマンドの一覧の詳細については、ヴィノム-Xユーザーマニュアルをご参照くだ
              さい。
設定値の範囲： 16-96

オートファイア：

「Auto Fire」(自動発射)は「Rapid Fire」(連射)ともいわれます。セミオートの武器をオートとして、もしくは、トリガーとして
ファイアしたい場合にはオートファイアを設定します。これにより、オートの武器でのリコイルを抑え、衝撃点の範囲を縮
小することが出来ます。

バースト：

オートファイアがオンの状態でバースト２、３、もしくは４を選択中に、マウスで２～４回バーストのラウンドをファ
イアすることが可能です。「フル・オート」モード選択中にはトリガーボタンを押している間中マウスでファイアをし続
けます。ファイアの回数は一秒ごとに２－１０ラウンドの間に調整可能です。

備考：   実際のファイアの速度は武器により異なります。一部の武器は、ゲームに課せられた最速のリコイル速度が
               設定したスピードよりも遅いために、望んでいるスピードに到達しない場合があります。この場合、バースト・
               ファイア機能が正常に動作するよう、通常より遅い値を設定してください。

スタビリティ・アシスタンス:

リコイルにより弾丸の衝撃点は広がる傾向にあるため、
ターゲットへの照準をより正確に合わせるためリコイル
の反動を抑える為に武器を抑えます。スタビリティ・アシス
タンス機能によりリコイルの影響を抑えファイアを補助し
ます。高い数値に設定すればするほど衝撃点の広がりを
抑えられます。

ADSロック：

長時間エイムをする際にボタンを押し続けなくても良いように、エイム・スコープをロックしてください。 

備考：一部のゲームではADSロック機能が標準搭載されています。その場合には、こちらの機能はオフにしてください。



レイアウト

ヴィノム-X レイアウト：

ヴィノム-Xのマウスとワンドをレイアウトするには、「Layout」タブをクリックし、「VenomX」を選択してください：

設定の保存：

設定が完了したら、ハードウェアに直接保存するか、バックアップとしてローカルファイルに保存をする必要があります。

Apply (適用)：    現在の設定をハードウェア上のプロファイルメモリを選択して保存し、設定を適用してください。
Save (保存)：     ローカルファイルとして現在の設定を保存してください。

備考：
    1. 適用ボタンでは、現在色がついているプロファイルしかアップグレードできません。全ての他のプロファイルを
               アップデートしたい場合、色がついているプロファイルをそれぞれ別々に適用してください。

    2. 保存ボタンをクリックした際、プロファイルのファイルがセットアップソフトウェアが保存されているディレクト
                リに見つからない場合、「Save as」と記載のあるポップアップが出てきてファイル名を指定して保存をするよう
               に誘導します。こちらのディレクトリに既に存在するプロファイル名の場合、保存をする事よりこちらのプロファ
               イルを更新します。



ヴィノムのマウスとワンドはコンソール上で、バーチャル・ゲーム・コントローラーのように機能します。コントローラー
のボタンは全てヴィノムのマウスとワンドにマッピングされる必要があります。マッピングをするには、コントローラー
定義ボックスにボタンアイコンをドラグ＆ドロップをしてください。

デフォルト：    工場出荷時のデフォルトのマッピングにリセット。
リセット：    再度レイアウトをするために全ての定義ウィンドウをクリア。

モーションマッピング：   ヴィノム-X のレフトワンドはモーション搭載のため、モーションマップを無効にすると、通常
                                              のコントローラーモーションと同様にモーションデータを送信します。ヴィノム-Xモーション
                                              マッピング機能を有効にしている最中は、元のモーションが停止し、ワンドモーションがゲー
                                              ムのプレイボタンの役割を果たします。

上下スクロールの定義：

デフォルトではホイールは定義されていませんが、ヴィノム-Xのホイールの上下のスクロールを動作ボタンとして定義
することも可能です。その際、元々のボタンは通常通り機能します。

非ヴェノム-Xマウスとキーボードレイアウト：

通常のマウスとキーボードを割り当てるにはレイアウトタブをクリックし「Other Mouse and Keyboard」（他のマウスと
キーボード）を選択してください。

ヴィノム-Xトランシーバーボックスは、通常のマウスとキーボードをバーチャルコンソールゲームコントローラーに変
換します。手持ちのマウスとキーボードを使用時には、標準のコントローラーとしてマッピングをする必要があります。
選択したプラットフォームによって、手持ちのマウスとキーボードのレイアウトに対応するコントローラーが一点、バー
チャルコントローラーとして表示されます。



マウスキーの発見と定義：

PCマウスは全て、右クリック・左クリック・中央クリック（マウス表面の中央のホイール部分）と上下のスクロールができ
るマウス底面のホイール、以上の３つの標準キーとホイールがあり、一部のマウスは左右の傾斜オプションを搭載して
いる場合もあります。標準のボタンアイコンを定義ウィンドウにドラグ＆ドロップして希望のコントローラーボタンとし
てマッピングしてください。
また、ゲームマウスによってはサイドもしくは表面に更にボタンがついている場合があります。これらのボタンは標準的
ではなくメーカーやモデルにより異なりますが、ヴィノムのセットアップソフトウェアは手持ちのマウスの追加ボタンを
探知することが出来ます。
探知をするには、単純にそれぞれのボタンを押していただければソフトウェアが探知をして「ユーザーのマウスのボタ
ン」のウィンドウ内にアイコンを追加します。これらの追加ボタンは「User 1」、「User 2」と表示され「定義ウィンドウ」内
にドラグ＆ドロップして機能ボタンとして使用できます。実際にどのキーが「User 1」、「User 2」にあたるかを記憶して
おいてください。また、ソフトウェアの仕様上これらのキーの名称を変える事はできません。

手持ちのキーボードのキーを配置する:

定義ウィンドウをクリックし、希望のキーボードのキーを入力してコントローラーの機能ボタンを配置してください。

備考：  ヴィノム-Xでは、コンソールのマッピングに複数のキーの組み合わせは対応していません。 

デフォルト：   工場出荷時のデフォルトのボタンマッピングへとリセットします。
リセット：      再マッピングをするために全ての 定義ウィンドウを閉じます。

レイアウトを適用もしくは保存:

  

レイアウトの適用もしくは保存をするには、「Apply」もしくは「Save」をクリックしてください。                                         



プロファイル・オペレーション

ヴィノム-Xはユーザーの利便性の為に、一つのゲームに対しての設定とボタンの配置の組み合わせをプロファイルとして最
大３つまでトランシーバーボックスに記憶することができます。 それぞれの組み合わせはトランシーバーのLEDの色（赤、青、
緑）で識別可能です。 ゲームプレイの最中に、トランシーバーボックスの「Profile Select」（プロファイル選択）を押すと、異なる
プロファイルに保存された設定・レイアウトに切り替え可能です。

設定とレイアウトのそれぞれのウィンドウの下部のプロファイル選択のタブは、ヴィノム-Xトランシーバーボックスの機器に保
存されている、対応しているプロファイルメモリを選択するのに使用されます。

プロファイルのソースの選択により、「Load Profile From」（プロファイルのロード）に設定を保存する場所が決定されます。タ
ブの色がトランシーバーのLEDの色に対応しており、選択をしたプロファイルのタブは赤、緑、青になり、選択されていないプ
ロファイルタブはグレーになります。

プロファイルタブは全て、プロファイルファイル名に保存されているゲーム名の名称がついています。ソフトウェア上で名称の
変更はできませんが、ローカルドライブに保存されたファイルから変更可能です。

ユーザーは現在のセットアップ/レイアウトウィンドウに製造元のプロファイルをロード、もしくは、以前保存したプロファイル
を、使用しているPCからロードする事が可能でき、必要に応じて設定の変更や微調整が可能です。

お使いのPCに製造元のプロファイルを追加するには、インターネットに接続をして当社のデータベースからダウンロードして
いただく必要があります。プルダウンメニューからプロファイルを選択し、「Download」ボタンをクリックして、表示しているウィ
ンドウにロードしてください。セットアップが完了した後、「Apply」ボタンを押してヴィノムのハードウェアメモリに保存してく
ださい。

更に今後の利用のために、設定プロファイルをローカルファイルのテンプレートとして保存も可能です。

以下がヴィノム-Xでプロファイル保存の仕組です：



PC セットアップ

ヴィノム-Xのマウスは通常のゲーミングマウスと同様にPCに直に接続して使用可能ですが、PCゲームでは認識されない
サイドボタンが搭載されています。
ヴィノム-Xのマウスとレフトワンドを有効活用することにより、コンソールゲームに慣れているプレーヤーにとって嬉しい
ことに、キーボードを使わずにPCゲームをプレイする事も可能になります。
ご利用には、ヴィノム-XトランシーバーボックスをPCに接続してください。続後、ヴィノム-Xは沢山のオプションボタンがつ
いた第二のキーボードになります。
ヴィノム-Xでゲームプレイを開始する前に、セットアップソフトウェアでヴィノム-XのPCのレイアウト設定が必要です。

セットアップソフトウェアのPCセットアップウィンドウで、ヴィノム-Xのボタンをどのキーボードのキーに割り当てることができ
るか設定可能です：

   • マウスボタンマッピング： ヴィノム-Xマウスボタンを一つのキーもしくは二つのキーの組み合わせのキーを割り当
               てることができます。それぞれのボタンの定義ウィンドウをクリックし、ご希望のキーを一つ、もしくは、二つご入力く
               ださい。
                適用ボタンをクリックすることにより新しいレイアウトを、ヴィノム-X のハードウェア保存します。
   • 設定したボタンのレイアウトは、パソコンにファイルとして保存、もしくは、前回保存したファイルからロード可能です。

   • リセット： 新たなﾏｯﾋﾟﾝｸﾞのために、全てのﾎﾞﾀﾝの定義ｳｨﾝﾄﾞｳを消去。
   • デフォルト： 工場出荷時のレイアウトへ戻す。
   • ファイルからレイアウトをロード：  PCドライブから保存されているレイアウトを読み込み。
   • ファイルにレイアウトを保存： 現在のキーのレイアウトをファイル形式でPCに保存。
   • 適用： 現在のレイアウトをハードウェアのプロファイルメモリに保存。  



マウスセットアップ

パフォーマンスや好みによりヴィノムマウスハードウェアのオプションをセットアップできます。 

マウス解像度:

ヴィノムのマウスは、メモリブロックに解像度のプリセットの設定を３セット保存し、マウスの上にあるDPIボタンを押すこ
とにより、直ぐに切り替えが可能です。詳細につきましては「ヴィノムユーザーガイド」をご参照ください。

プリセットの解像度の設定は、ホイールのLEDの色で確認できます。「Resolution Setup」（解像度のセットアップ）のスライ
ダーには三色のバーがあり、ホイールの色に紐づいているDPIの値を調整できます。それぞれのカラーのサイドバーをクリ
ックしてDPI値を割り当ててください。

独立したX-Y DPI ：     XとY軸のDPIは異なる値に設定可能です。
アクティブなDPI ：      マウスからの電流によりアクティブな状態のDPI。

マウスポーリングレート：

ポーリングレートはリフレッシュレートとも呼ばれ、ポーリングレートが速ければ速いほど、反応速度も速くなります。

直線補正(アングルスナッピング)：
高解像度のマウスであるヴィノム-Xは非常に感度が高いため、水平・縦方向に上手く動かせず直ぐにエラーとなってしまう
原因となる場合があります。人の手の動きは完全に真っ直ぐにすることはできませんが、直線補正機能を有効にすると、修
正可能です。さらに動きの正確性を高めるために、この機能をオフにすることも可能です。
備考：  直線補正機能をオンにすることにより、細かな動きの精密性が失われることがあります。

リフトオフ：
リフトオフは、より安定したゲームプレイを実現するための機能で、マウスを持ち上げている間、動きを止めたい場合に便利
です。
マウスパッドからのリフトオフの距離は0.5-3mmの間で調整可能です。



ファームウェア

マウスパッドテスト：

ヴィノム-Xのマウスは、使用しているマウスパッドからの追跡データを探知してレポート
化することにより、ゲームプレイに最適な表面のマウスパッドを探知します。測定値が高け
れば高いほど、理想的なマウスパッドであると言えます。

ヴィノム-X照明設定：

ヴィノム-Xのマウスは、上面にあるヴィノムのロゴをライトアップし、ロゴのライトの色の変更や照明効果を調節する事
が可能です。

Fixed Color ：    スペクトラムボックスから一色を選択。
Gradient：    ヴィノム-Xのロゴがランダムでグラデーションカラーにライトアップ。
Lighting Effect：    「Solid」(単色)、「Breath」(グラデーション)、「Heartbeat」（パルス）からロゴの明るさのプログラムを選
                                    択。
備考： 　　　　   無線接続モード時には、省エネのためにヴィノムのライトをオフにすることも可能です。

トランシーバーとマウスファームウェアアップグレードするには、「Firmware」をクリックしてください。



ヴィノム-Xトランシーバーとマウスはそれぞれ独自のファームウェアがあり、同時にアップグレードをする必要は必ず
しもありません。また、一度にアップグレードできるファームウェアは一体のみです。
ホスト選択のスイッチをスライドしてトランシーバーボックスをPCポジションに切り替え、トランシーバーボックスのフ
ァームウェアをアップグレードするために、パソコンのUSBポートに接続してください。
次に、マウスのファームウェアをアップグレードするために、ヴィノム-Xのマウスを直接パソコンのUSBポートに接続し
てください。
ヴィノム-Xトランシーバーやマウスのファームウェアをアップグレードする前に、対象の機器のアイコンをクリックして
選択してください。

ファームウェアの取得は以下の２つのソースより可能です：

マニュファクチャ：   トゥアクトは自社のwebサーバーにファームウェアを保存しており、インターネットに接続すれば、
そちらからダウンロードいただけます。セットアップソフトウェアを起動後、ダウンロード可能なファームウェアがプル
ダウンメニューで表示されます。
ローカルファイル：    ご利用のPCからファームウェアをロード。  

選択したファームウェアをローカルPCにコピーとして保存したい場合は、ボタンを押し、「Upgrade」ボタンを押して選
択したファームウェアをパソコンにダウンロードしてください。「Cancel」ボタンでダウンロードを中断できます。

重要：
1.      ハードウェア上にコードの書き込み中に、トランシーバーやマウスを抜かないでください。ハードウェアは
         書き込みが未完成のコードでは動作しないため、コードの書き込み中はダウンロードをキャンセルすること
         はできません。もし、誤って抜いてしまった場合、当社のテクニカルサポートにお問い合わせ頂き、ファー
         ムウェアのコードを再生してください。
2.      ゲームごとにファームウェアをアップグレードする必要はありません。また、ファームウェアをアップグレ
          ードすることにより、ヴィノムのトランシーバーやマウス上のプロファイル設定が変更やリセットされるこ
         とはありません。

テクニカルサポー

こちらに記載のないご質問がございましたら、トゥアクトサポートチームsupport@tuact.com(英語対応のみ)宛にご連
絡をいただくか、こちらのリンクからフォーラムをご覧ください：

http：//www.tuact.com/forum-jp1（日本語）


