
ハードウェアの接続

JY-P-HG1シリーズ 取扱説明書

本製品はUSBインターフェース接続のゲームパッド
です。USBインターフェースを搭載した、Windows 
7/Vista/XP/2000/Meがインストールされたパ
ソコンでお使い頂けます。ハンゲームパッドユーティ
リティをインストールすることで、ハンゲームの「じ
っくりゲーム」の中の各種ゲームでゲームパッドの設
定が行えます。

パソコンが起動している状態で、USBポートにハンゲームパッドを接続します。
自動的に認識され、ドライバが読み込まれます。

コントロールパネルで確認する

コントロールパネルで確認する(続き)

❷［テスト］では各ボタン、スティックの動きを確認できます。

❸［設定］ではゲームコントローラの調整ができます。

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面からゲームパッドの動作が
確認できます。
次の手順で「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面を表示します。
●Windows 7の場合
[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]をクリックします。
●Windows Vista/XPの場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]→[ゲームコントローラ]をクリックします。
●Windows Me/2000の場合
[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[ゲームオプション]をクリックします。

・アナログスティックの動きを表示します。

・1～13の各ボタンの状態が確認できます。

・POVの動きを表示します。

・「調整」では左右アナログスティックを上下左右に動
かしてからアナログスティックボタンを押すことで、自
動で調整できます。

・「規定値にリセット」を押すと設定前の状態に戻ります。

❶ゲームコントローラーから「Hangame USB Gamepad」
　を選択して、「プロパティ」をクリックします。
　※Windows 7の場合は、「Hangame USB Gamepad」
　　を右クリック→「ゲームコントローラーの設定」を選択し
　　て、「プロパティ」をクリックします。

❶付属のハンゲームパッドユーティリティCD-ROMをパソコン
のDVDドライブに挿入すると、右の画面が表示されますの
で、「はい」をクリックしてください。

❷ユーティリティセットアップウィザードの画面が表示されます
ので、「次へ」をクリックしてください。
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❸利用規約をご確認の上、「利用規約に同意します」をチェック
し、「はい」をクリックしてください。

❹インストール先が「Program Files￥HgGamePad」に
　なっていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

❺「次へ」をクリックしてください。
　インストールが開始されます。

❻インストールが完了したら、「ハンゲームパッドユーティリティ
を起動する」をチェックし、完了をクリックしてください。
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ハンゲームパッドユーティリティのインストール方法

製品特長

ハンゲームの色々なゲームをプレイすることができるゲームパッドです。専
用の「ハンゲームパッドユーティリティ」が添付されています。
※ハンゲームにある全てのゲームには対応しておりません。ハンゲームの「じっ
　くりゲーム」の中の各種ゲームに対応した「ハンゲームパッドユーティリティ」
　が付属しています。
軽量で持ちやすい形状なので、長時間のプレイに適しています。
方向キーはデジタル・アナログの切替えが可能です。
アクションＲＰＧオンラインゲームに最適なアナログスティック付きです。
各ボタンに連射設定が可能です。（18発/秒）

ハンゲームパッドユーティリティのインストールとハードウェアの接続

（裏面へ続く）

MMORPG「アークロード」インストールセット収録！MMORPG「アークロード」インストールセット収録！MMORPG「アークロード」インストールセット収録！
添付のDVDには、本格MMORPG「アークロード」のビジュアル集やムー
ビーなどと、インストーラーを収録しております。マウスの右クリック等で
DVD内を開いていただき、ご確認ください。



「ファミスタオンライン」「アークロード」など、ハンゲームで遊べるゲームに最適なボタン割り当てがあら
かじめ登録されていますので、タイトルを選ぶだけですぐに本ゲームパッドで遊べます。
また、「ボタン割当て」と「機能リスト」の各機能をドラッグ＆ドロップで再配置、入れ替えをすることで、お
好みのボタン配置に簡単に変更することができます。

本ユーティリティは、随時行われるオートアップデートにより、対応タイトルの追加と共にデザイン
等を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ご注意

ハンゲームパッドユーティリティの使用方法 ボタンについて

ボタン名称

モード設定

アナログモード（LED：点灯）

左アナログスティック
(方向コントロール)

右アナログスティック
(Z軸・Z回転コントロール)

ハットスイッチ
（POV）

左アナログスティック
(方向コントロール)

デジタル方向キー
(デジタル方向コントロール)

デジタルモード（LED：消灯）
④

①

② ③

ボタン1

右アナログスティック
ボタン12(押す)

ボタン3
ボタン4

ボタン2

モード設定ボタン

HAPPYボタン
(ボタン13)

連射設定
ボタン

方向キー

左アナログスティック
ボタン11(押す)

Mode切替で
左アナログ
スティック使用 デジタル/アナログ切替

ボタン10ボタン9
連射確認
ランプ

モード確認
ランプ

ボタン5

ボタン7

ボタン6

ボタン8

●ゲーム起動時の場合
1 ユーティリティをインストール後、パソコン画面のタスクバー
の右の通知領域にある　 ボタンを右クリックします。

「キー割当てを編集する」をクリックすると、オンラインゲー
ムの一覧が表示されます。

割当てを設定したいゲーム名を選択すると以下の画面が表
示されます。

機能リストパッドボタン

「デフォルトに戻す」ボタン
このボタンを押すと、変更したボタンセットをゲー
ム毎にあらかじめ決められているボタンセットに
戻します。

単一ボタンモード、同時押しボタンモードの2つのキー設定が可能です。
※「アークロード」の
　キー割当て設定画面です。

「OK」ボタン
変更したボタンセット
を確定し、保存します。

単一ボタンモード
13ボタンに機能を割り付けられます。

同時押しボタンモード
2ボタンを同時に押す事で動作でき
る機能を割り付けられます。

「キャンセル」ボタン
変更したボタンセットを保存せず、ウィ
ンドウを閉じてアプリケーションを終了
します。

■機能リストの動作について
　機能リストは、設定中のゲームでパッドボタンに割り当てられる機能を 
　全て表示しています。

同時押しボタンモードを選択することで、標準の13ボタン
の割り付けの他に、2ボタンを同時に押す事で動作できる機
能を割り付けることができます。

パッドボタンに割り当てられて
いない機能は、数字アイコンが
空欄になります。

割り付けしたいボタンを先に2つ選択し、そのどちらかに機能
リストから配置してください。

割り当てられない機能は、
アイコンが薄くなります。

ゲーム内のボタン設定は、機能リストから設定したい機能を選
び、それぞれのパッドボタンへ配置することで設定できます。

パッドボタンからパッドボタンへの配置も可能です。
機能が配置済みのパッドボタンから、同じく機能が配置済み
の他のパッドボタンへ移動させた場合、移動先の機能はキャ
ンセルされますので、機能リストから再配置することでボタ
ンに割り当てることができます。

※機能が配置済みのパッドボタンから、他のパッドボタン以
外の場所でドロップした場合その割り当てられた機能はク
リアされ、機能未設定のパッドボタンになります。
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右クリック
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MMORPG「アークロード」インストールセット収録！

2009.9現在

TEL.092-471-6721  FAX.092-471-8078

TEL.011-611-3450  FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638  FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031  FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310  FAX.06-6395-5315

札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1 -6 -37宝栄仙台ビル
名古屋営業所/〒453-0015 名 古屋市中村区椿町 1 6 - 7カジヤマビル
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1 - 1 0 - 1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

09/09/NSDaNo

最新の情報はWEBサイトで！!  http://www.sanwa.co.jp/

■サポート情報　　　　　 ■ドライバのダウンロード
■よくある質問（Q&A）　　■各種対応表

▼サポートコーナーへ▼トップページから

ご質問、ご不明な点などが
ございましたら、ぜひ一度、
弊社WEBサイトをご覧ください。

など、最新情報を随時更新しています。

キー設定モード選択ツール

先に選択する
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