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取扱説明書
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。

概要
Flex Controller は一般的な形状のコントローラーが使用できない方々のために特別に
開発されたコントローラーです。様々な外部補助スイッチとジョイスティックを

接続することでユーザーのゲームスタイルに合わせた環境でゲームプレイを楽しめる
製品となっております。

また、専用のアプリ「Flex Controller Settings App」を使用することでより
ユーザーにマッチしたボタンの割り当てを設定することができます。

※接続イメージ

※外部補助スイッチやジョイスティックは本品には付属しておりません。

使用上のご注意
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保護者の方へ 必ずお読みください
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● 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
ほんぴん しっけ

おお

お

● 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。
ほんぴん そんしょう へんしつ しょう
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しよう

● 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
ほんぴん みず

みず

ばしょ

お

かんでん こしょう げんいん

● 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
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お
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● 暖房器具やオーディオのアンプなどの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。
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内部が過熱し、故障の原因となります。
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● 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。
ぶんかい しゅうり かいぞう ぜったい

● 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
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● 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。
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● 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。

内容物

コントローラー本体 ×1

取扱説明書（本書）×1

対応機種

Nintendo Switch
NintendoSwitch で使用する場合の注意点

※本品を Nintendo Switch でご使用される前に、Nintendo Switch の取扱説明書を
必ずご確認ください。
※本品は Nintendo Switch Lite では使用できません。

※本品は「TV モード」でのみ動作するコントローラーです。
「携帯モード」
、
「テーブルモード」では使用できません。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 本体のシステムバージョンを
最新に更新してからご使用ください。

※本品では Joy-Con(L)/(R) に搭載されている以下の機能は使用できません。
・ジャイロセンサー・モーション IR カメラ・加速度センサー・プレイヤーランプ・HD 振動
・お知らせランプ・NFC（近距離無線通信）

PC(XInput 対応 )

対応OS

Windows 10／8.1

インターネット接続環境
必要システム USBポート、

※インターネット接続環境は Nintendo Switch 本体のバージョンを更新もしくは PC に XInput の
ドライバーをインストールする際に必要となります。
※本品は XInput 対応のゲームのみ対応しています。DirectInput 対応のゲームには
対応しておりません。

PC で使用する場合の注意点
本品を Windows 8.1 でご使用になる際はドライバーをインストールする必要があります。
次の URL にアクセスし、記載の手順に従ってインストールしてください。
https://hori.jp/info/install/
※Windows 8.1 をお使いの場合のみです。
Windows 10 をお使いの場合は上記のインストールは不要です。

ボタン入力の対応表
Nintendo Switch

Windows

Nintendo Switch

Windows

上

Up ボタン

R ボタン

RB ボタン

下

Down ボタン

ZL ボタン

LT ボタン

左

Left ボタン

ZR ボタン

RT ボタン

右

Right ボタン

−ボタン

BACK ボタン

Y ボタン

Y ボタン

+ ボタン

START ボタン

B ボタン

B ボタン

L スティックボタン

L スティックボタン

A ボタン

A ボタン

R スティックボタン

R スティックボタン

X ボタン

X ボタン

HOME ボタン

L ボタン

LB ボタン

キャプチャーボタン

各部の名称
上面
コントローラーケーブル
USB プラグ
プロファイル表示 LED…×6
MODE ボタン

（プロファイル切り替え用）

上ボタン
右ボタン

キャプチャーボタン
HOME ボタン
−ボタン
＋ボタン
モード
スイッチ
L ボタン

左ボタン

X ボタン

下ボタン

R ボタン

Y ボタン

A ボタン
B ボタン

正面

3.5ｍｍジャック（左からキャプチャー , −, ZL, L, 左 , 上 , 下 , 右 , Y, X, B, A, R, ZR, +, HOME ）

左側面

3.5ｍｍジャック
（L スティックボタン）
USB 端子（L スティック）

背面

右側面

3.5ｍｍジャック
（R スティックボタン）
USB 端子（R スティック）

PC 接続用 USB 端子（視線入力を行うときに使用）

※接続用のケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。

接続方法
① 各ハードウェア本体のモードスイッチに切り替えてください。
Nintendo Switch で使用する場合

PC で使用する場合

② 本品の背面にあるコントローラーケーブル経由で Nintendo Switch ドックまたは
ゲーム用 PC に接続します。

Nintendo Switch ドック
または
ゲーム用PCのUSB端子へ

③ 本品の側面にある USB 端子にジョイスティックを、正面及び側面にある
3.5ｍｍジャックに外部補助スイッチを接続します。

※ 使用できるジョイスティックには制限があります。詳細は製品ホームページでご確認ください。
※ 外部補助スイッチの端子は 3.5mm 端子となります。それ以外の規格はご使用できません。

ジョイスティックの使用
本品は下記のジョイスティックを使用できます。
テクノツール株式会社製

アナログジョイスティック
本品は下記コントローラーのアナログスティックをジョイスティックとして使用できます。
株式会社ホリ製

①ホリパッド for Nintendo Switch

②リアルアーケード Pro.V HAYABUSA for Nintendo Switch
③ホリ クラシックコントローラー for Nintendo Switch
④ホリパッド ミニ for Nintendo Switch

※ USB 端子に接続したジョイスティックは押し込みボタンに対応しておりません。
押し込みボタンの使用は 3.5ｍｍジャックに外部接続スイッチを別途ご用意ください。
※L スティック USB 端子に接続したコントローラーは L アナログスティックが
ジョイスティックとしてご使用できます。
※R スティック USB 端子に接続したコントローラーは R アナログスティックが
ジョイスティックとしてご使用できます。
※コントローラーを使用する場合、アナログスティック以外のボタンはご使用できません。
L スティック
USB 端子へ
L アナログ

スティック

R スティック使用の場合

コントローラー

Flex Controller Settings App（専用のアプリ）の入手方法
Flex Controller Settings App（専用のアプリ）を PC にインストールすることで、
以下の機能の設定を行うことが可能です。

■アサイン（ボタン割り当て、ジョイスティック設定）機能
■初期化（ボタン割り当て、ジョイスティック設定）

専用のアプリは Flex Controller の製品ホームページから入手できます。

https://at-mall.com/products/ﬂex-controller
※ 専用のアプリによる、各ボタンの長押し、連打、長押し切替の設定については、
より多くの方にゲームを楽しんで頂くための特殊な設定となっております。
こちらの設定を行う事で、設定していない時の操作に比べて、ボタンの反応速度
（ボタンを押して、反応するまでの時間）に遅延が生じます。
ご了承頂けますよう、宜しくお願い致します。

Flex Controller Settings App（専用のアプリ）でのボタンアサイン
Flex Controller Settings App（専用のアプリ）を使用して、本品に接続した

外部補助スイッチのボタンアサインやジョイスティックの設定を変更することができます。
アサインの設定プロファイルは Nintendo Switch6 個、PC6 個の合計 12 個まで
本品のメモリに保存でき、上面の MODE ボタンで切り替えることができます。

MODE ボタンの隣にあるプロファイル表示 LED が、使用中のプロファイルを示します

（一番左がプロファイル No.1）
。

Flex Controller Settings App（専用のアプリ）への接続方法
① 専用のアプリを使用する際は、モードスイッチを「Nintendo Switch」に切り替えます。

② 本品の背面にある USB プラグと専用のアプリを起動している PC の USB 端子に接続します。

PC へ

設定できること
① 外部補助スイッチのボタンアサイン：3.5ｍｍジャックに接続する外部補助スイッチの機能を
変更します。
項目

割り当てられるボタン

内容

押す

すべてのボタンと「なし」

―

長押し

すべてのボタンと「なし」

長押し時間：0.5 〜 2.0 秒（0.1 秒単位）

連打

すべてのボタンと「なし」

連打の間隔：0.1 〜 0.5 秒（0.1 秒単位）

連打無効

―

長押し切替

すべてのボタンと「なし」
（5 つまで）

意図しない連打を無効にします
連打無効時間：0.1 〜 3.0 秒（0.1 秒単位）
短く押すごとに入力するボタンが変わり、長押しで入力
します 長押し時間：0.5 〜 2.0 秒（0.1 秒単位）

② ジョイスティックの設定：USB に接続するジョイスティックの設定を変更します。
項目

設定

説明

スティック

L スティック、R スティック、なし

どちらのジョイスティックを操作するのかを
変更します

設置の向き

ノーマル、左に 90°回転、
右に 90°回転、180°回転

ジョイスティックを置く方向を 90°ずつ変えます

25%、50%、75%、100%、
125%、150%、175%、200%

ジョイスティックの動きを鈍くしたり、
早くしたりします

なし、5%、10%、25%、50%

ジョイスティックの中心から一定の範囲を
反応しないようにします

感度
反応しない範囲

視線入力などの高度な操作
テクノツール株式会社が提供する Flex Controller 拡張アプリを使用すると、視線入力
などの高度な操作支援機能を利用できます。

視線入力を使用する場合の注意点
視線入力を行うには、PC、視線入力装置、キャプチャーユニット、
キャプチャーソフトが必要です。詳細は、次のページに記載されているお問い合わせの
製品ホームページをご覧ください。

お問い合わせ
テクノツール株式会社お問い合わせページ
https://www.ttools.co.jp/request/
Flex Controller の製品ホームページ
https://at-mall.com/products/ﬂex-controller
株式会社ホリ
https://hori.jp

製品仕様
外形寸法
質量
接続方式

： ( 幅 ) 約 250mm × ( 奥行 ) 約 125mm × ( 高さ ) 約 65mm
： 約 510g
： USB ケーブル接続（※ワイヤレス接続はできません）

● 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
● 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。
● Nintendo Switch のロゴ、Nintendo Switch は任天堂の商標です。
● Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
●

および

は株式会社ホリの登録商標です。

● © 2019 Technotools Corporation

保証書： 保証規定については下記の「保証規定」をご覧ください
品名：Flex Controller
お買い上げ日
( ご到着日 )

20

年

月

型番：NSW-280
保証期間：１年

日

●お客様へ この保証書は大切に保管し、お買い上げ、ご到着後直ちに、お名前、ご住所、電話番号を明確にご記入ください。

お名前：

TEL：

ご住所：

●ご販売店様へ お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上、お客様へお渡しください。

販売店：( 記入のない場合には保証対象となりません )(WEB 販売の場合、記入の必要はありません )

保証規定：
取扱説明書などの注意書きに従った適切な使用状態で故障した場合には、お買い上げ時より１年、無償修理または交換いたします。
無償保証期間は、本製品に同梱されている保証書に記載されている期間とします。故障が発生した場合は、テクノツール株式会社へ
ご連絡ください。
保証対象外

次の場合は有料修理になります。

1. ご購入日から保障期間が経過した場合。

2. ご購入日が確認できる証明書（レシート、納品書など）をご提示いただけない場合。

3. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害または異常電圧により故障した場合
4. ご購入後の輸送、移動時の落下、衝撃などにより故障した場合

5. 弊社が定める機器以外への接続や組み込み、または接続している他の機器が原因となり故障した場合
6. 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合

7. その他、無償修理または交換が認められない事由がある場合。
免責事項

（１）本製品の故障、または使用によって生じたデータ損害について弊社は一切責任を負いません。

（２）Flex Controller の使用による装置本体以外の二次的損害についてはどのような損害に対しても責任は負いかねます。
（３）Flex Controller の日本国内以外での使用によるどのような損害に対しても責任は負いかねます。

（４）火災、地震、落雷等の外部的要因による損害については、どのような損害に対しても責任は負いかねます。

（５）お客様自身による修理、改造は行わないでください。お客様自身による修理、改造を行った装置の損害に関しては、
どのような損害に対しても責任は負いかねます。また、保証期間内であっても、保証はできません。

（６）お客様がご購入された消耗品に関しては、どのような損害に対しても責任は負いかねます。

それに起因する装置本体の損害に関しても同様です。また、保証期間内であっても、保証はできません。

