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VenomX4

TM

mouse controller combo

ユーザーマニュアル
Tuact製VenomX4TMをお買い上げいただきありがとうございます。新しいVenomX4TMを
お使いいただく前に本マニュアルをご一読ください.

パッケージ内容
・ Venom-X4マウス
・ Venom-X4ワンド
・ Venom-X4トランシーバー
・ ジョイスティック用ラバーキャップ×2
・ マイクロUSBケーブル×2
・ PlayStation4用コントローラーケーブルホルダー
・ Xbox One用コントローラーケーブルホルダー
・ 鉄製ウェイト×2
・クイックユーザーズマニュアル

VenomX4導入
マウス
スタート

プロファイルカラ
ー用LEDライト

鉄製ウェイト用カバー
ファンクションキー：F[R]
サイドアクションキー：
G4/G5/G6/G7/G8

CPIスイッチ
鉄製ウェイト

ワンド

電源/PS
電源LED

十字キー
L4

ファンクションキー：F[L]
レフトジョイスティック／L3

バッテリー部

アクションキー：L1、L2

トランシーバー
プロファイル選択／Wi-Fiボタン
／マルチファンクションLED
コントローラー用USBポート

ペアリングボタン
マウス／キーボード用USBポート

コンソール／PC用マイ
クロUSB用ジャック

5V充電器（オプション）
用外部電源供給ジャック

Venom-X4マウス／ワンドをはじめる
鉄製ウェイト用カバーを開け、マウスがお好みの重さになるようウェイトを1つまたは2つ入れてください:
カバーの開け方は以下の通りです:
カバーを持ち上げて開
きます

鉄製のウェイトを入れます.
マウスCPIの切り替え方:
CPIボタンを押してマウスCPIを切り替
えます。値は3つから選択でき、
スタート
ボタンのLEDの色は一致するプロファイ
ルの色を表しています

電池を入れるにはワンドの電池カバーを開けます:

押して持ち上げると開きます

Venom-X4ワンドは単3電池1本で稼動します。1.2Vニッケルカドミウム／ニッケル水素充電池、1.5Vマンガン乾電池、
アルカ
リマンガン乾電池をご利用ください.
節電：ワンドは5分間動作がないと自動的にスタンバイモードになります。電池の消費を抑えるため10分後には電源が切れま
す。

Venom-X4ホストへの接続

フロントUSBポートに接続したコントローラーによっ
て、Venom-X4は以下のモードに分かれる5つのゲー
ミングプラットフォームを特定します:
1. コンソールモード：PlayStation3／PlayStation4モ
ード（PlayStation4 Slim／Proを含む）、Xbox360／
Xbox Oneモード（Xbox One Sを含む）
2. PCモード
PlayStation3／PlayStation4／Xbox360／Xbox
Oneのコントローラーを接続するとVenom-X4トラ
ンシーバーがコンソールモードになりLEDライト6
色のうち1つが光ります。

Battery
Iトランシーバーにコントローラーが接続されないと
PCモードになり、LEDは白く光ります。

PS4/Slim/Pro

PS3

XBox One/S

XBox360

PC

External Power Supply:
5V charger (option）

Micro USB cable

注意：
コンソールで使うにはゲームプレイ中常にコントロー
ラーとトランシーバーを接続していなければなりませ
ん。
PCモードはPCゲームおよびそのセットアップ用のモ
ードです。

パッケージにはPlayStation4とXbox One用のケーブ
ルホルダーが含まれています。

コントローラーのUSBソケットが緩くならないよう、
こ

のホルダーは常に装着しておいてください。ホルダーと装着について詳しくは以下のケーブル／ホルダー装着をご参照ください:
http://www.tuact.com/products/usb-cable-holder

接続オプション
ワンドに加えてVenom-X4では同時に3つのデバイス（サードパーティー製マウスまたはVenom-X4マウス、キーボード、
コンソールコント

ローラー）に対応していますが、認識するのは種類ごとに1つのみです。接続したコントローラーが動作するのは対応コンソールのみであり
、
クロスプラットフォーム利用には対応していません。たとえば、PlayStation4のコントローラーはXbox

ません。

Oneのコンソール上では使用でき

重要：
旧版のVenom-Xと異なり、Venom-X4にはホスト選択スイッチがありません。Venom-X4は接続されたコントローラーによってコン
ソールプラットフォームまたはPCを特定するからです。トランシーバーを適切なモードにしておくためにはゲームプレイ中ずっと
コントローラーを接続しておかなければなりません。
Xbox 360のコンソールではワイヤレスコントローラーに元々有線機能が付いていないため、Venom-X4で使用するには公式の有線コン

トローラーまたはサードパーティー製のXbox 360有線コントローラーを用意する必要があります。

外部電源供給
USBハブと同様、
トランシーバーに接続したデバイスの電源供給は最大500mAの制限があるコンソール用のUSBポートから行われます。

コントローラーが200mA以上消費する一方でVenom-X4も170〜250mA消費しますから、USBポート1つ分の上限ギリギリになってしま

います。
ですからキーボードやマウスをトランシーバーに接続するとUSBポートは「過電流」状態になります。充電式電池を内蔵したLEDライ

ト付きキーボードやワイヤレスマウスを繋げばコンソールのシャットダウンが急に起こる可能性もあります。
この問題を解決するため、
Venom-X4にはバックパネルに外部電源供給用のポートが実装されています:

外部電源供給ポート

キーボードやサードパーティー製のマウスをトランシーバーに接続する際は外部電源供給が必要です。

外部電源ポートをコンソールの第2USBポート
（使っていなければ）や5Vのスマートフォン用充電器に接続して電源供給を行うこともできま
す。

重要：

新型スマートフォンに付属しているのは9V以上出力できる急速充電器である可能性があります。9Vの出力になるとトラ
ンシーバーやコンソールにダメージを与える恐れがあります。充電器メーカーにお問い合わせいただき、標準のUSB2.0
デバイスまたは5V出力であることをご確認ください。
5V以外の充電器を使用したことによるコンソールやVenom-X4の故障については、保証に含まれません。

セットアップ
Venom-X4のセットアップ方法は、PC版セットアップソフトウェア
（Windows向け）を使い方法とAndroid版セットアップアプリを使う方

法の2つあります:

PC版セットアップソフトウェアではオフラインでセットアップでき、全てのオプションが利用可能です。

Androidアプリを使う方法はもっと便利で、
コンソールからトランシーバーを取り外さなくてすみます。
Venom-X4にはセットアップソフトウェアやアプリで調整可能な6つの設定／レイアウトプロファイルを保存できます。
セットアップソフトウェアを使ってマウスやトランシーバーのファームウェアアップグレードも実施できます。
Venom-X4のセットアップソフトウェアは以下のTuactウェブサイトよりダウンロードできます:

www.tuact.com/software/VenomX4-Setup-Installer.exe

Venom-X4のAndroidアプリは以下のTuactウェブサイトよりダウンロードできます:
www.tuact.com/software/VenomX4-App-Installer.apk またはQRコードを読み取ってください:
Venom-X4をセットアップするには、
コントローラーが接続されていない状態でVenom-X4トランシーバーをお手持ちのPCのUSBポー
トにつなげてください。初めて接続した際はPCが自動的にドライバーインストールを行います。その後Venom-X4-setup.exeを起動して
Venom-X4の設定を進めます。
セットアップソフトウェアおよびAndroidアプリに関する詳細な手順については以下の弊社ウェブサイトよりダウンロードできる「
Software and App Instructions（ソフトウェアおよびアプリの導入）」をご参照ください:

www.tuact.com/manual/VenomX4-Setup-Instruction.pdf
www.tuact.com/manual/VenomX4-App-Instruction.pdf

操作
マウスのトラッキング解像度を調整するにはCPIボタンを押します。LEDがセットアップソフトウェアに表示された1〜3のCPI値に一致す

る色に光ります。

Venom-X4の設定や機能の多くはゲームプレイ中にホットキーにて調整、オンオフ可能です。
以下のリストの下にある表にはゲームプレイ中（On the Fly）に調整できる全てのファンクションキーの組み合わせを記載しています。
表内で使用している用語:
• ボタン:
• “+”:
• ADS:
• “↑↓→←”:

Venom-X4マウス、
ワンドにはそれぞれF（ファンクション）キーがあり、
ワンドのキーはF[L]、マウスではF[R]

と呼ばれます

「＋」マークは2つのキーを同時に押すことを意味します
Aim Down Sight

キーボードの矢印キー

Venom-X4向けOn The Flyホットキー
機能

動作

操作

Mouse Speedアップ

F[R] + ホイール上

スクロール1回で0.2倍アップ

Mouse Speedダウン

F[R] + ホイール下

スクロール1回で0.2倍ダウン

ADS Mouse Speedアップ

F[L] + ホイール上

スクロール1回で0.2倍アップ

ADS Mouse Speedダウン

F[L] + ホイール下

スクロール1回で0.2倍ダウン

Auto Fire（自動狙撃）オン／オフ

F(R) + R1

Auto Fir（自動狙撃）の切替

Auto Fire（自動狙撃）回数増加

F(R) + R4

狙撃回数が2→3→4→FULLの順に変更

Auto Fire（自動狙撃）

F(R) + R7

狙撃回数がFULL→4→3→2の順に変更

抗反動補正アップ*

F(R) + 十字キー上

1- 20, 十字キー1回押下につき+1

抗反動補正ダウン*

F(R) + 十字キー下

1- 20, 十字キー1回押下につき-1

Aim Down Sigh ロックオン／オフ

F(L) + L2

ADSロックのオンオフ切替

左スティックとマウスを入替

F(L) + L3

入替の有効／無効を切替

マウスCPI

マウスCPIの切替

CPIボタン

緑→青→赤の順で切替

ペアリング

ワンドとトランシーバーのペアリング

F(L) + L4

ペアリングモードにする

プロファイ
ル選択

設定プロファイルの選択

トランシーバーのプロ
ファイルボタン押下

赤→青→オレンジ→水色→紫→緑
の順で切替

マウスをファクトリーモードにする

R3を押しながら
PCに接続

赤、青、緑の順で光る

トランシーバーをファクトリーモー
ドにする

ペアリングボタンを
押しながらPCに接続

赤、青、緑の順で光る

ワンドスティックの調整**

F(L) + 電源ボタン

スティックセンターをリセットする

Mouse
Speed

狙撃オプ
ション

スワップ

ファクトリ
ーモード
ワンドスティ
ック調整

注意：*: ファームウェアV4.0.0以降対応
**: ファームウェアV5.0.0以降対応

キーボード向けOn The Flyホットキー
機能

Mouse
Speed

狙撃オプ
ション

スワップ

動作

操作

Mouse speed アップ**

F12 + ホイール上

スクロール1回で0.2倍アップ

Mouse speed ダウン**

F12 + ホイール下

スクロール1回で0.2倍ダウン

ADS Mouse speed アップ**

F11 + ホイール上

スクロール1回で0.2倍ダウン

ADS Mouse speed ダウン**

F11 + ホイール下

スクロール1回で0.2倍ダウン

Auto Fire（自動狙撃）オン／オフ

F12 + 左クリック

Auto Fir（自動狙撃）の切替

Auto Fire（自動狙撃）回数増加

F12 + →

狙撃回数が2→3→4→FULLの順に変更

Auto Fir（自動狙撃）

F12 + ←

狙撃回数がFULL→4→3→2の順に変更

抗反動補正アップ*

F12 + ↑

1- 20, 矢印キー1回押下につき+1

抗反動補正ダウン*

F12 + ↓

1- 20, 矢印キー1回押下につき-1

Aim Down Sigh ロックオン／オフ

F11 + L

ロックのオンオフ切替

左スティックとマウスを入替

F11 + W

入替の有効／無効を切替

注意： F11、F12、↑、↓、→、←はキーボードのファンクションキーおよび矢印キーです
*: ファームウェアV4.0.0以降対応
**: ファームウェアV4.0.0以降ではホットキーが変更になっています

LEDディスプレ
Venom-X4のLEDディスプレイに慣れるのは大切なことです。LEDディスプレイは現在動作しているモードやステータスを表します

。
また、
トラブルシューティングの際に問題を特定するための情報提供も行います。

Venom-X4マウスのLED
赤：
青：
緑：
3色が交互に光る：

現在のCPIは高です
現在のCPIは中です
現在のCPIは低です
ファームウェアのコードをリカバリーするためのファクトリーモードです

注意： CPI値はセットアップソフトウェアによって事前設定されています。Androidアプリはマウスセットアップに対応し
ていません。

トランシーバーのマルチファンクションLED
動作モード:
赤：

電源オン、赤色のプロファイルが有効です。

青：

電源オン、青色のプロファイルが有効です。

緑：
オレンジ：
水色：
紫：

青の点滅：

3色が交互に光る：

白：

ステータス:

電源オン、緑色のプロファイルが有効です。
電源オン、オレンジ色のプロファイルが有効です。
電源オン、水色のプロファイルが有効です。
電源オン、紫色のプロファイルが有効です。
Androidアプリの設定用Wi-Fiモードです。

赤、緑、青が連続で光るのはファームウェアコードのリカバリーに使うファクトリーモードです。

電源オン、PCモードが有効です。

カラーバースト点滅：

ワンド、マウス、キーボードからデータを受信中です。

青が速く点滅：

Wi-Fiペアリング中です。
スマートフォンとペアリングするまでお待ちください。

白が速く点滅：
赤の点滅：

白の点滅：

ペアリング中です。
ワンドとペアリングするまでお待ちください。

コントローラーのデータリンクが失われました。ケーブルの接続を確認する必要があります。
コントローラーがトランシーバーに反応していません。ケーブルを確認してください。

Venom-X4ワンドのLED:
点灯：

電源オン、
トランシーバーに接続済です。

光がゆらぐ：

ワイヤレス接続が切れました。
トランシーバーを検索しています。

速く点滅：

ペアリング中です。
トランシーバーを検索しています。

ワンドとトランシーバーのペアリン
Venom-X4ワンドはトランシーバーとしか通信できないため、ペアリングする必要があります。

ファームウェアアップグレードおよびセットアップソフトウェアの設定ではペアリングは変更されないことに留意してください。Tuactでは出
荷前にペアリングを行っておりますので、ユーザーは以下の場合を除いてワンドをペアリングする必要はありません:
ワンドやトランシーバーが以前ペアリングしていなかった別の製品である場合

1.

ワンドを別のトランシーバーに接続する場合

2.

ワンドやトランシーバーのペアリングについてはVenom-X4のホットキー表をご参照ください。

Androidのスマートフォンとトランシーバーのペアリング
スマートフォンでVenom-X4のセットアップをする前に、Wi-Fiのアクセス情報をトランシーバーに送信する必要があります。
トランシーバー
にはWi-FiのSSID、パスワード情報が必要です。ペアリングするとVenom-X4トランシーバーはWi-Fiモードになり、自動ですぐにWi-Fiに接
続します。
1.

トランシーバーが別の製品である場合

2.

Wi-FiのSSIDやパスワードを変更した場合

トランシーバーとWi-Fiルーターのペアリングについて詳細は「Venom-X4 App Instruction（Venom-X4アプリの導入）」をご覧ください。

ファームウェア
Venom-X4トランシーバーおよびマウスのファームウェアはアップグレード可能です。セットアップソフトウェアには利用可能なファーム

ウェアが全てリストアップされており、ハードウェアのファームウェアバージョンが古くなると自動で最新のファームウェアを通知します。
ファームウェアはバックアップとしてPCに保存し、ローカルにあるファイルからアップグレードすることも可能です。

Tuact社では新機能の追加やバグの修正があると新規ファームウェアをリリースすることがあります。詳細情報やアップデート履歴は弊
社のウェブサイト
（www.tuact.com）
でも確認できます。
ファームウェアリカバリー:

静電気やファームウェアアップグレードの中断によってコードが失われることがあります。その場合はファクトリーモードにすることで回
復できます:

トランシーバー:

「Pair（ペアリング）」ボタンを長押ししてトランシーバーとPCを接続します。
ファクトリーモードになるとLEDが3色連続で光ります。
マウス:

ホイール下[R3]を長押ししてマウスとPCを接続します。
ファクトリーモードになるとLEDが3色連続で光ります。

その後トランシーバーまたはマウスを通常通りアップグレードしてください。
アップグレードが完了するとコードが回復します。

テクニカルサポート
1.
2.
3.

弊社ウェブサイト
（www.tuact.com/support.html）を確認
基本的な技術サポートは小売店へ

Tuactのサポートにメールでお問い合わせ（support@tuact.com）

保証
Venom-X4は通常の目的で使用された場合に限り、本製品を購入されたお客様御本人に対して購入日から1年間の保証が付いています。
本保証の有効期間内に欠陥が発生した場合、製品を購入された販売元にお問い合わせください。

注意： Tuact社は保証サービスを運営していないため、欠陥品の代わりの製品をお客様に直接お送りすることはありません。

仕様
マウス:
最大トラッキングスピード： 400IPS
最大加速度：50g

ポーリングレート：

125〜1000Hz（8ms〜1ms）

解像度：

1000〜16000CPI

ボタン数：

12（11アクション、1機能）

リフトアップ検知：
重さ：

0.5〜3mm

115g〜130g（調整可能）

ワンド:
ワイヤレス：

2.4GHz ISM 周波数ホッピング

ボタン：

10（9アクション、1機能）

重さ：

電池装着時で95g

ジョイスティック：

4方向アナログ

トランシーバー:
ワイヤレス：

2.4GHz ISM周波数ホッピング

USBポート：

前面3、後方2

Wi-Fi：

ホストプラットフォーム：

2.4GHz IEEE802.3

PlayStation4／PlayStation4 Slim／Pro、PlayStation3、Xbox360、Xbox One／Xbox One S、PC

対応デバイス：

USBマウス／キーボード、Appleキーボード、PlayStation4／PlayStation3コントローラー、Xbox Oneコ

プロファイルメモリー数：

25（各コンソールプラットフォームにつき6、PCプラットフォーム用に1）

ントローラー、Xbox360有線コントローラー

