
Android向けセットアップアプリマニュアル - バ ージョン3.0以降

VenomX4
TM

mouse controller combo

Venom-X4をお買い上げいただきありがとうございます。AndroidアプリでVenom-X4をセットアップする前に本マニュアル
をご一読ください。

Tuact社製Venom-X4のセットアップ方法は2つあります。Venom-X4 Windowsセットアップソフトで有線セットアッ

プを行う方法と、Venom-X4 Androidアプリを使用する方法です。ゲームプレイ中ならワイヤレスセットアップのほう

が便利です。頻繁に変更するような設定や地図機能もあります。ファームウェアのアップグレードのようなフル機能

のセットアップをしたい場合は有線でセットアップする方法を行ってください。

注意：  Venom-X4のAndroidアプリにはAndroid4.0以上が必要です。

Androidアプリは弊社ウェブサイトにてダウンロードできます。

www.tuact.com/software/VenomX4-App-Installer.apk:

または以下のQRコードをスキャンしてインストールしてください。
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Venom-X4のWi-Fi

Wi-Fiモードに切り替えるにはトランシーバーの「Profile」ボタンをLEDライトが青色に光るまで2秒間長押しします:

トランシーバーをWi-Fiモードに切り替える:

2秒「Profile」ボタンを押してWi-Fiモードにする

「Profile」ボタンを押すとWi-Fiモード終了

青いライトが光る＝Wi-Fiモード
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Venom-X4用Androidアプリとの通信は図1のようにユーザーの

Wi-Fiルーターを介して構築されます。

Venom-X4のトランシーバーが節電のためコンソールモードにな

っている場合、Wi-Fiモジュールは通常オフになります。ですから

ユーザーはトランシーバーをコンソールモードからWi-Fiモードに

手動で切り替える必要があります。

図1

Wi-Fiモードモードの終了:

アプリをインストールする前にAndroidスマートフォンをインターネットに接続可能なWi-Fiに繋いでください。
アプリのインストールはQRコードをスキャンするのが一番簡単な方法です。QRコードは本マニュアルの1ページめ、またはTuactウェ
ブサイトのSupport/Downloadに載っています。
また、弊社ウェブサイトのSupport/Downloadページよりapkファイルをダウンロードし、お手持ちのスマートフォンに保存する方法も
あります。インストールするのはVenomX4-App-Installer.apkというファイルです。

重要:
トランシーバーのWi-Fiモジュールは2.4Gでしか作動しません。お手持ちのルーターがデュアルバンドあるいはトライバンドの

場合、トランシーバーとスマートフォンのペアリングは2.4Gで行ってください。2.4Gと5Gが同じSSIDの場合、どちらかの

SSIDを変更して接続先が2.4Gであることがわかるようにしてください。アプリとトランシーバーのペアリングができたら、同

じルーターに2.4Gも5Gもある場合でも接続できるようになります。

アプリのインストー

重要:
トランシーバーがWi-Fiモードになるとトランシーバーに内蔵されたコントローラーによって
USBポートの電力確保がオフになります。
PS4のコンソールではVenom-X4の利用権限承認は10分程度しか保持されないためです。
そのため、PS4がUSBポートを停止する前の10分以内にWi-Fiセットアップを完了していただ
く必要があります。再度Wi-Fiモードにすればまた10分間設定できるようになります。
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アプリとトランシーバーのペ

アプリは初回起動時にサーバーから全プロファイルデータをダウ
ンロードします。それから新規プロファイルとファームウェアのアッ
プデートを確認し、必要であればダウンロードを行います。

プロファイルチェックとダウンロードが完了すると、アプリはトラン
シーバーに接続します。

トランシーバーがアプリに接続するにはWi-Fiモードにしておく必
要があります。

Wi-Fiモードへの切替:

- 「Profile」ボタンをLEDライトが青色に光るまで長押し
- もう一度ボタンを押すとWi-Fiモード終了

・「Pair」ボタンを押すとLEDライトが青色に光ります。
・Wi-Fiモードを終了するには再度「Pair」ボタンを押します

初めてトランシーバーに接続する際は以下の手順でペアリングを行ってください:

1. スマートフォンを2.4Gに接続する。
2. スマートフォンでアプリを開く。
3. トランシーバーの「Profile」ボタンを長押ししてWi-Fiモ
      ードにする。（手順は上述のとおり）
4. 「Connecting to the Venom-X4」というメッセージが表示
      されたら「Pair Venom-X4 to App」というボタンを押す。
5. 2.4GのWi-Fiパスワードをパスワード欄に入力し、「Pair」ボ
      タンを押す。
6. トランシーバーの「Pair」ボタンを押すとWi-Fiペアリングモードになり、青色ライトが素早く点滅する。
7. アプリからトランシーバーにSSIDとパスワード情報が送られるのを待つ。ペアリングが完了するとア 
      プリに完了メッセージが表示されるので「OK」を押す。

ペアリングが完了するとトランシーバーがWi-FiペアリングモードからWi-Fiモードに戻り、アプリがトラン
シーバーに接続します。

再ペアリング（SSIDやパスワード変更時）
ペアリング情報はトランシーバーのメモリに保存されているため、毎回ペアリングを行う必要はありませ
ん。Wi-FiのSSIDやパスワードを変更した場合のみ、再度ペアリングを行ってください。

Wi-Fiモードへの切替:

・「Profile」ボタンをLEDライトが青色に光るまで長押し
・もう一度ボタンを押すとWi-Fiモード終了



アプリをトランシーバーに接続するとプロファイルページが表示されます。

その後アプリはお手持ちのVenom-X4トランシーバーのメモリに保存されたプロフ
ァイル情報をロードし、ページ上部にある「Profiles」欄に表示します。各プロファイル
には色付きのバーが付いていてトランシーバーのLEDライトの色に対応しています。

プロファイルページの下部には「Game List」があり、ここにはこれまでにスマートフ
ォンにダウンロードした全ゲームタイトルが表示されます。スワイプすると他のゲー
ムタイトルを参照可能です。

設定とレイアウトに進む前に、以下の手順に従って色付きのプロファイルにゲームタ
イトルを割り当ててください。

1. プロファイルを1つ選択して現在編集中のプロファイルにゲームタイトルをロード
     します。色付きの「Profile」をタップします。タップされたアイコンはハイライト表示
     になります。
2. 「Game List」からゲームを1つタップします。選択したプロファイルにゲームを追
      加するには、ポップアップウィンドウにある「ロード」ボタンをタップします。

周波数帯に関する重要事項: 

多くのWi-Fiルーターがデュアルバンドもしくはトライバンドになっていますが、違う周波数帯に同じSSIDが使用されている場合があります。
トランシーバーのWi-Fiモジュールが動作するのは2.4Gのみです。お手持ちのルーターがデュアルバンドもしくはトライバンドの場合、トラン
シーバーとスマートフォンを同じ周波数体にしておくにはスマートフォンを2.4Gに接続する必要があります。 2.4Gと5Gが同一SSIDの場合
はどちらかのSSIDを変更してスマートフォンを2.5Gに接続できるようにします。

Profiles（プロファイル）

Wi-Fi信号の強度:

アプリがトランシーバーに接続するとWi-FiアイコンがWi-Fiの強さを表示
します。

安定した接続には最低でもアンテナ3本のWi-Fi強度が必要です。 Wi-Fi信号の強度（弱→強）



Configuration（設定）

Mouse Speed:

Venom-X4ではマウスのトラッキングデータを拡大してゲームプレイに相応しい速度まで上げることができます。拡大率は「Mouse 
Speed」のスライドバーで調整可能で、バーの左側に表示されます。

調整可能範囲：1.0～6.0

重要:
回転感度はゲームオプションメニューでも調整できます。回転速度を上げたままトラッキング精度を保つには、ゲーム感度を最高値に
設定していただくことをお勧めします。

Setupページではゲームのプラットフォームロゴとゲームアイコンがページ下部に表示
されます。
ページを切り替えるには「Configuration」または「Layout」をタップしてください。
バーをスワイプしてお好みの設定にします。
設定が終わったら「SAVE」ボタンをタップして設定情報をトランシーバーに適用、保存し
ます。

注意：
「Configuration」ページや「Layout」ページにある「SAVE」ボタンは同じです。どちらを押
しても「Configuration」と「Layout」両方の情報が保存されます。

3. 好みのプロファイルになるまで手順1、2を繰り返します。設定とレイアウトを変更したい色付きアイコンをタップしてハ
      イライトさせます。
4. 「＞」ボタンを押すと次の設定ページに進みます。

注意:
「Profile」欄内でのプロファイル色変更はサポートしていません。「Game List」からゲームを割り当て、現在のプロファイルと置き換えてく
ださい。

プロファイル更新:
アプリはスマートフォンのメモリ上にゲームリストを保存しています。アプリを起動する度にインターネットにアクセスし、Tuactサーバー
の新規プロファイルをチェックしてローカルストレージを更新します。



Auto Fire:

Auto Fire（自動狙撃）はRapid Fire（迅速狙撃）とも呼ばれます。この機能は半自動の武器を自動武器として使いたいようなゲームで使用
します。Auto Fireを有効にしているときでも全自動の武器は使えます。反動が少なくグルーピングも小さくなります。

Burst Fire:

Auto Fireをオンにしていると1クリックで2～4発（数は設定したとおり）の狙撃を行えます。
「Full」を選んでおくとボタンが押されている間銃撃が続きます。

Fire Rate:

1秒間に2～10回の範囲で銃撃率を設定できます。

注意:
実際の銃撃率は使用中の武器によって変わり、武器によっては設定した銃撃率に達しないこともあります。これはゲームが設定している
最大反動速度が設定よりも遅いためで、設定が有効になっていないということではありません。武器の狙撃率に制限をかけるゲーム開
発者もいます。

Aim Down Sight Lock:

スコープをロックします。長時間狙撃するときにボタンを押しっぱなしにする必要がなくなります。

注意:
ゲームにAim Down Sight Lock機能がある場合はこの機能をオフにする必要があります。

Speed Up:

これもトラッキング速度を上げる速度倍率です。この設定によりMouse SpeedもADS Speedもさらに上がります。車や飛行機、その他動
きが非常に速くて正確性を気にしないようなゲームをプレイする際に使えます。
Speed Up設定は事前にボタンやキーにマッピング設定されています。オンにするにはSpeed Upボタンを長押し、ボタンから手を離す
とオフになります。

注意：
スピードアップ設定ではマウスデータを2倍～15倍にすることが可能なので、トランキングはほとんど1：1の線形範囲から外れます。本
設定は正確に照準を当てるためではなく高速回転を目的としています。

調整可能範囲：2～15

Aim Down Sight Speed（ADS Speed）:

武器のスコープを覗いているとき、より正確に狙撃するためにいろいろな速度で追跡したいのであれば、通常のマウスス
ピードを変更せずにAim Down Sight Speedを調整することが可能です。
スライドバーによるADS Speed調整。

調整可能範囲：0.5～2.5



Layout（レイアウト）

「Layout」タブをタップするとレイアウトページになります。

Venom-X4はゲームコントローラーのコンソールとして動作するので、コン
トローラーのボタンをマウス、ワンド、キーボードとマッピングする必要が
あります。

Venom-X4にはMap1とMap2の2つのマッピングがあり、同時に使えます。
この2つのマッピングは同一なので、コントローラーのボタンを2つ同時に
有効化できます。この機能が不要であれば2つめのマッピングを空欄にして
ください。

注意：工場出荷時のデフォルトマッピング設定は1つのみです。

マッピングのボタンは以下の3種類に分類されます:

・ サードパーティー製のマウス：       サードパーティー製マウスのボタン
・ キーボード：                                        キーボードキー
・ Venom-X4：                                        Venom製マウスおよびワンドボタン

定義欄の左側にはコントローラーボタンアイコンがあり、このアイコンにはデバイスのボタン
がマッピングされています。スワイプすると他のボタンが参照できます。

以下の手順に従ってマッピングを行ってください:

1. Map1またはMap2にある定義欄をタップします。「waiting one key…」というメッセージが
    表示されます。
2. トランシーバーに割り当てたいVenomデバイスやマウス、またはキーボードのボタンを押
    します。左に一致するアイコンが表示されます。前に定義していたボタンのクリアも行えます。
3. 手順1、2を繰り返して全てのボタンの設定を完了します。

Map2に割り当てたいボタンがない場合はMap2の設定を空白にしてください。

                   Clearボタン: 
 
ウィンドウの下にある「Clear」ボタンは全設定を消去します。
「Waiting one key…」というメッセージボックス内にある「Clear」ボタンを押すと該当する定
義欄のボタンを1つクリアします。
デフォルトのマッピングに戻したい場合はプロファイルページに戻って「Game List」からゲ
ームプロファイルを再ロードしてください。



テクニカルサポー

本マニュアルに記載していないことで疑問点があればTuactサポートチームまでお問い合わせください:
support@tuact.com.

特別なボタンに関する注意:

Wheel Up/Down設定:
マウスのWheel Up/Downはコントローラーのボタンに割り当てられ、コントローラーのボタンを複数マッピングするために使います。
Wheel Up/Downはデフォルトでは設定されていません。

Speed Up設定:
Speed Upは倍率で動作速度を上げる特別機能です。デバイスの特定のボタンのみSpeed Up機能が設定できます。デフォルト設定では
Speed UpはVenom-X4マウスのG8ボタンに設定されています。

Motion Mapping:
Venom-X4ワンドにはモーション機能が実装されています。Venom-X4モーションがどのコントローラーのボタンにも割り当てられていな
いと、Venom-X4ワンドモーションが標準のコントローラーの動きと同じように動きます。
Venom-X4モーションがコントローラーのボタンに割り当てられているとワンドモーションはコントローラーのボタンとして動作し、6軸の
標準モーションは停止します。

モーションをコントローラーのボタンに割り当てるには、ワンドを1方向に振ります。モーションを無効にするには非モーションボタンを設
定するか、設定を空にします。

Motion Mappingのデフォルト設定は無効です。

サードパーティー製マウスのサイドボタンマッピング
サードパーティー製のマウスには追加ボタンがある場合があります。このボタンがキーボードとして動作する場合、レイアウトページにて
「keyboard」として設定が行なえます。マウスのソフトウェアで事前に設定できます。

注意:

「SAVE」ボタンが保存するのは現在設定しているプロファイル1つのみです。他のゲームプロファイルの保存を行うには「Profile」ページに
戻って該当のプロファイルをタップしてから保存します。

                       「SAVE」ボタン:

Configurations、Layoutの設定が全てトランシーバーのメモリに保存、適用され、有効となります。
                 


