
底面

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

取 扱 説 明 書

本品の内容

取扱説明書（本書）・・・1部コントローラー本体・・・1台

対応機種

PlayStation®4 / PlayStation®3
重 要 本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ず

ご確認ください。

※ハードウェアのシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。
　（PlayStation®4…Ver.1.75以降推奨、PlayStation®3…Ver.2.80以降推奨）システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましては各ハードウェア本体の取扱説明書を
　ご覧ください。
※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。 
※ホーム画面において、連射または連射ホールド機能を使用すると、意図しない動作が
   起こる場合がありますのでご注意ください。

※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。
※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

切替機能※に関して
各切替機能は誤操作や予期せぬ動作を防ぐため、ご使用前に各切替スイッチの状態を必ず確認してください。

※ハードウェア切替機能 ・ ASSIN(ボタン割り当て）機能 ・ 連射速度切替機能

本品はステレオヘッドホン/マイク端子、ライトバー、振動機能およびモーションセンサー機能には対応しておりません。また、記載されている機能以外は
搭載しておりません。一部のPlayStation®4およびPlayStation®3規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳しくは弊社ホームページ（http://www.hori.jp）をご覧いただくか、弊社へお問い合わせください。

本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット（別売）をPlayStation®4本体のUSB端子に
差し込みご使用ください。

ボイスチャットに関して

1836-32B

本書の説明文中のゲーム機は全てPlayStation®4となっておりますが、PlayStation®3でご使用に
なる際も同様の手順でご使用いただけます。

使用上のご注意

ご注意
  ちゅう　い

保護者の方へ　必ずお読みください
ほ     ご   しゃ　       かた　　　　　かなら　　　　     よ

● 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

● 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

● 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。

● 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。

● ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。

● 分解や修理、改造は絶対にしないでください。

● お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

● 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
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ハードウェア切替機能

スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®3本体で使用することができます。
※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。
　（スイッチの位置を間違えた場合、「PSボタンが反応しない」や「全てのボタンが反応しない」など、 正常に動作致しません。
　 各ハードウェアへ接続の前に必ずご確認下さい。)

ハードウェア切り替えスイッチ

4 3
PlayStation®3本体で使用する場合

4 3
PlayStation®4本体で使用する場合

①PSボタンを押してもPlayStation®4の電源が入らない

必ずお読みください
本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

本品の仕様上、PSボタンを押してもPlayStation®4の電源は入りません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)
のPSボタンを押すかPlayStation®4本体のスイッチを入れてください。

③ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。
各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

④PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation®4ご購入後すぐ、あるいはPlayStation®4内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品を
ご使用頂けません。DUALSHOCK®4をご使用になり初期設定を行ってください。

②ゲームプレイ中にPSボタンを押しても反応しない

本品のハードウェア切替スイッチをご確認ください。PlayStation®4をご使用の場合はスイッチを4に切り替えてください。
PlayStation®3をご使用の場合はスイッチを3に切り替えてください。



フラット荷重左、右スティックについて
本品の左、右スティックは精密にエイミングできるよう、倒した角度によって指に加わる荷重をほぼ一定になる
構造にしております。荷重が変化しないことで、より精密なエイミングが可能になります。

左、右スティック傾き

荷重

左、右スティックの荷重が一定で、
精密な操作が可能。

左、右スティックの荷重が角度に
よって変化し精密な操作が困難。

0

従来品本品

コントローラーケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。
※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。
※接続する際はハードウェア切り替えスイッチの位置を必ず確認してください。

接続方法

PlayStation®4本体USB端子へ

本品はUSB端子に接続する際に左スティックおよび右スティックのセンター補正をしておりますので、USB端子への接続時または
接続後にPlayStation®4本体の電源をONにする場合は左スティックおよび右スティックに触れないようお願い申し上げます。

接続時にスティックに触れ、センターの位置がずれた場合は本品を接続しなおすか、接続中にASSIGNボタンを長押し(3秒間)し、
TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯したあと、SHAREボタンを押してください。TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯したら
センター補正は完了です。

各部の名称

天面
Ｌ２ボタン

Ｌ１ボタン

R２ボタン

R１ボタン

正面

ＳHAREボタン

PSボタン※

OPTIONSボタン

□ボタン

△ボタン

ASSIGN 
ボタン

TURBO
ボタン

ASSIGN 
LED (赤)

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)

左スティック /
L3ボタン

× ボタン

右スティック / 
 R3ボタン

○ボタン

USBプラグ

タッチパッド / タッチパッドボタン

※PSボタンでのPlayStation®4および
　PlayStation®3本体の起動はできません。

（PlayStation®3ではSELECTボタンとなります。） （PlayStation®3ではSTARTボタンと
 なります。）

コントローラーケーブル
（ケーブル長：約3m）

方向キー(上下左右)

底面
ハードウェア
切り替えスイッチ

右スティック感度
調整スイッチ

背面

ターゲットボタン

ターゲットボタンについて
ターゲットボタンを押している間は、一時的に右スティックの感度が緩やかになります。
遠距離射撃など精密なエイミングをおこなう際に有効です。

ターゲットボタンON ターゲットボタンOFF

遠距離射撃など精密な
エイミングに適しています。

近距離射撃など素早いエイミング
に適しています。

背面

ターゲットボタン

右スティック感度調整スイッチ

上記のスティック感度は右スティック感度調整スイッチを切り替えることで３段階切り替えることができます。

底面 ＜感度1＞・・・85％の感度
緩やかな感度で操作いただけます。

＜感度2＞・・・70％の感度
感度1よりも緩やかな感度で操作いただけます。

＜感度3＞・・・50％の感度
最も緩やかな操作になります。



ASSIGNボタン

ASSIGN LED (赤)TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)

ASSGIN(ボタン割り当て）機能

本品は多くのFPSゲームに対応できるよう、ボタンの割り当てを変更できる機能を搭載しています。
割り当てを変更する場合は下記の手順で設定してください。

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

設定できるボタン機能

○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / Ｌ１ボタン / Ｌ２ボタン / Ｌ3ボタン / Ｒ１ボタン /
 Ｒ２ボタン / Ｒ3ボタン / 方向キー（上下左右） / ターゲットボタン / NC（ボタンが反応しなくなる）

割り当てが変更できるボタン

○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / Ｌ１ボタン / Ｌ２ボタン / Ｌ3ボタン /
Ｒ１ボタン / Ｒ２ボタン / Ｒ3ボタン / ターゲットボタン

ボタン割り当て設定方法

※ボタン割り当て変更中はPlayStation®4へのボタン入力は無効となります。
※各ボタンは個別に割り当て変更できますが、１つのボタンへ同時に複数のボタンを割り当てることはできません。同時に複数のボタンを押した場合は
　最後に離したボタンが割り当てられます。
※ボタン割り当てが変更されているボタンがある間はASSIGN LED (赤)が点灯し続けます。
※ボタン機能の割り当て変更が完了するまでに４秒以上操作しないとボタン割り当て変更を中止します。その場合はもう一度①からやり直してください。
※ボタン割り当て設定はハードウェア切り替えスイッチを切り替えても保存されます。

④割り当て変更完了です。
　割り当てた機能はUSBプラグを抜いても本品に記憶されます。

③TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅中に設定したい機能の
　ボタン※を押します。

　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯し、
　　ASSIGN LED (赤)が点灯します。

連射機能

連射速度切替機能

連射設定可能ボタン

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。
[連射ホールド]：ボタンを押さなくても連射状態を保つ機能です。（ボタンを押すとＯＦＦになります。）

方向キー(上下左右) / ○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / Ｌ１ボタン / Ｌ２ボタン /
R１ボタン / Ｒ２ボタン
※方向キー(上下左右)には連射ホールド機能の設定はできません。

※点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。
※PSボタンを押すと連射および連射ホールドの設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射および
　連射ホールドをご使用になる場合は再設定する必要があります。

TURBOボタン
を押しながら

連射モードにしたい
ボタンを押す

連射
モード

ボタンOFF

点 滅 点 灯

ボタンON

TURBOボタン
を押しながら

連射モード状態の
ボタンを押す

連射
ホールド

ボタンOFF

点 滅

ボタンON

TURBOボタン
を押しながら

連射ホールド状態の
ボタンを押す連射OFF

消 灯 ※ある特定のボタンを連射OFFの
　状態にしても、TURBO LED /
　ASSIGN LED (緑)が消灯しない
　時は、他のボタンが連射モード
　または連射ホールドの設定に
　なっている状態です。

TURBOボタン
を押しながら

全ボタン
連射OFF

消 灯 ※どのボタンを連射モードまたは
　連射ホールドに設定したか
　分からなくなった場合は、一度全ての
　ボタンを連射OFFの状態にし、
　最初から設定をし直してください。

設定方法 各モードでの連射インジケータの状態

※デフォルト（初期状態）では秒間12回に設定されています。
※右スティックを都度センターに戻さないと続けての切り替えはできません。
※連射速度が切り替わると、連射インジケータが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

本品は連射の速度を秒間約5/12/20回の3段階に切り替えられます。

TURBOボタンを押しながら右スティックを上方向に入力する毎に
連射速度が5回/秒→12回/秒→20回/秒の順で上がります。 +

TURBOボタンを押しながら右スティックを下方向に入力する毎に
連射速度が20回/秒→12回/秒→5回/秒の順で下がります。 +

SHAREボタン
を押す

SHARE

点 灯

②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中にボタンの割り当てを
   変更したいボタンを押します。
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅しはじめます。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)ボタンの割り当てを

変更したいボタン
ボタンの割り当てを
変更したいボタン

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)

ASSIGN LED (赤)ASSIGN LED (赤)

設定したい
機能のボタン
設定したい
機能のボタン

①ASSIGN ボタンを長押ししてください。(3秒間)
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが
　　変更できるようになります。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)ASSIGN

ボタン
ASSIGN
ボタン

※ボタンの割り当てを NC（ボタンが反応しなくなる）にしたい場合は、
　②で押したボタンと、同じボタンを３秒間押し続けます。



<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

ボタン割り当て解除方法（個別）

ボタン割り当て解除方法（全て）

デジタル入力モード機能

● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● “PlayStation”、“PS one”および“DUALSHOCK”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
● “　 ”および“ 　      ”は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢：6歳以上

④全てのボタンの割り当てがデフォルト(初期状態)に戻ります。

③OPTIONSボタンを離します。
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯します。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)

ASSIGN LED (赤)ASSIGN LED (赤)

①ASSIGNボタンを長押ししてください。(3秒間)
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが
　　変更できるようになります。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)ASSIGN

ボタン
ASSIGN
ボタン

①ASSIGNボタンを長押ししてください。(3秒間)
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが
　　変更できるようになります。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)

ASSIGN LED (赤)ASSIGN LED (赤)

ASSIGN
ボタン
ASSIGN
ボタン

②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中にOPTIONSボタンを
  長押しします。(5秒間)
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅し、
　　ASSIGN LED (赤)が消灯します。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)

ASSIGN LED (赤)ASSIGN LED (赤)
OPTIONS
ボタン

OPTIONS
ボタン

タッチパッド / タッチパッドボタン
ゲームコンテンツによって、タッチパッドやタッチパッドボタンで操作できます。

タッチパッド/タッチパッドボタン

指で軽く触れる
2回続けてタップする
指で触れたままなぞり、離す
指で軽くはじく
タッチしたままにする
2本の指でつまんだり広げたりする
タッチパッドボタンを押す
2回続けてクリックする

タップ
ダブルタップ
ドラッグ
フリック
タッチアンドホールド
ピンチインアウト
クリック
ダブルクリック

②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中にボタンの割り当てを
   解除したいボタンを押します。
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅しはじめます。

TURBO LED /
プログラムLED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)

ボタンの割り当てを
解除したいボタン
ボタンの割り当てを
解除したいボタン

④選択したボタンの割り当てがデフォルト(初期状態)に戻ります。

③TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅中に再度、ボタンの割り当て
　を解除したいボタンを押します。
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)とASSIGN LED (赤)が
　　消灯します。
※他に割り当てが変更されているボタンがある場合はASSIGN LED (赤)は消灯しません。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)

ASSIGN LED (赤)ASSIGN LED (赤)

ボタンの割り当てを
解除したいボタン
ボタンの割り当てを
解除したいボタン

PlayStation®4…L2ボタン / R2ボタン 
PlayStation®3…○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / Ｌ１ボタン / Ｌ２ボタン / Ｒ１ボタン / Ｒ２ボタン /
　　　　　　　　  方向キー（上下左右）

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

③設定完了です。
　設定した機能はUSBプラグを抜いたり、ハードウェア切り替えスイッチを
　切り替えても本品に記憶されます。

②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中に右スティックを上方向に
　傾けます。
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯し、
　　ASSIGN LED (赤)が点灯します。

①ASSIGN ボタンを長押ししてください。(3秒間)
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが
　　変更できるようになります。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)ASSIGN

ボタン
ASSIGN
ボタン

デジタル入力モード設定方法

デジタル入力モード解除方法
<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

③解除完了です。

②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中に右スティックを下方向に
　傾けます。
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)とASSIGN LED (赤)が
　　消灯します。

①ASSIGN ボタンを長押ししてください。(3秒間)
　→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが
　　変更できるようになります。

TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)
TURBO LED /
ASSIGN LED (緑)ASSIGN

ボタン
ASSIGN
ボタン

※ASSIGN機能で割り当てが変更されているボタンがある場合はASSIGN LED (赤)は消灯しません。

※ボタン割り当て解除方法（全て）でも設定解除できます。

本品の下記ボタンは255段階の力加減を感知する感圧式アナログボタンを採用しております。
ご使用になるゲームソフトによっては、ボタンを強めに押さないと反応しにくいと感じたり、押したままの状態が途中で
途切れる場合がございます。その場合は弱めに押しても入力最大値が出るデジタル入力モードで操作ください。
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ASSIGN LED (緑)
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