
この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ
とがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。	 	 	 VCCI	-	B

“2”および“PlayStation”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。無断で複写・複製・転載することはおやめください。

本製品はBigben	Interactiveがソニー・インタラクティブエンタテインメントから承認を受けたOfficial	Licensed	Productです。

©2019	Bigben	Interactive	RCS	Lille	B320992977	-	59818	Lesquin	Cedex.

Mac、macOSおよびOS	Xは、Apple	Inc.の商標です。Bluetoothは、Bluetooth	SIG,Inc.の商標です。
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このたびはNACONのREVOLUTION UNLIMITED Pro 
Controllerをお買い上げいただき、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上、本製品を安全に
お使いください。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。

I アフターサービスについて
• 保証期間は、お買い上げ日より2年間です。
• アフターサービスの内容によっては、本機の仕様とは異なる製品／部品との交換にな	
			る場合があります。
• 保証の詳細を含むサポート情報については（jp.nacongaming.com）をご覧ください。

I 同梱内容
REVOLUTION	Unlimited	Pro	Controller	x	1
USB	Type-Cメッシュケーブル	3m	x	1
印刷物一式
ウェイト10g	x	2
ウェイト14g	x	2
ウェイト16g	x	2
USB	Bluetooth®レシーバー	x	1
凸型スティックヘッド	x	2
凹型スティックヘッド（初期装着）	x	2
スティックシャフト（30°）	x	1
スティックシャフト（38°）	x	1
スティックシャフト（46°）（初期装着）x	1
専用ハードケース	x	1
クリーニングクロス	x	1



JP /

I 各部のなまえ
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1/ USB	Type-Cメッシュケーブル	
3m

2/ タッチパッド／タッチパッドボ
タン

3/ SHAREボタン
4/ OPTIONSボタン
5/ PSボタン
6/ △ボタン／〇ボタン／×ボタ
ン／□ボタン

7/ 	左スティック（L3ボタンつき）
8/ 右スティック（R3ボタンつき）
9/ 方向パッド
10/ LEDプレイヤーステータスイン
ジケーター

11/ スマートLEDインジケーター	
LED1/LED2/LED3/LED4

12/ ヘッドセットコネクター
（3.5mm　ヘッドセット端子）

13/ R1ショルダーボタン
14/ L1ショルダーボタン
15/ ウェイトコンパートメント
16/ R2アナログトリガー	
17/ L2アナログトリガー	
18/ ショートカットボタン	S1/S2/
S3/S4

19/ モード選択スイッチ
 1. PS4®ノーマルモード
 2. PS4®拡張モード
 3. PC拡張モード*

20/ プロファイルボタン
21/ コミュニケーションモードスイ
ッチ

 1. 有線
 2. 無線
22/	マイクMUTEボタン
23/	Vol	－	ボタン
24/	Vol	＋	ボタン
25/	USB	Bluetooth®レシーバー
26/	同期ボタン
27/	同期LED
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I 特長
有線モードおよび無線モードで使用可能。

便利な3つのモードを搭載。
モード1	=	PS4®ノーマルモード
モード2	=	PS4®拡張モード
モード3	=	PC拡張モード*

充電式リチウムポリマー1300mAhバッテリー内蔵。

I ウェイト調整
必要に応じてコントローラーの重さを変更できます。
1.	 ウェイトコンパートメントを慎重に下方向にスライドさせて開きます。
2.	 お好みに合わせてウェイトを差し込みます。
3.	 ウェイトコンパートメントを慎重に上方向にスライドさせて閉じます。

*PC拡張モードは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、保証されていません。
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1/ REVOLUTION Unlimited Pro Controllerの使い方
USB	 Type-C	 メッシュケーブルを使用した有線モード、またはUSB	
Bluetooth®レシーバーを使用した無線モードを選べます。

ヒント：コントローラーをPlayStation®4に接続する際に、スティックやトリガーを触らないでください。

a. 有線接続
コントローラーの後ろにあるコミュニケーションモードスイッチで、有線モード（スイ
ッチ左側）を選択してください。
- ケーブルをコントローラーに接続し、しっかりと固定されていることを確認します。
- スティックやトリガーに触らないように注意しながら、PS4®のUSB端子に接続ケーブ
ルを差し込みます。

- PSボタンを押します。LEDプレイヤーステータスインジケーターが点灯します。
- これで準備完了です。

ヒント：
- 有線モードの場合、コントローラーの通信はUSBケーブルを介してのみ行われます。
- ケーブルまたはPS4®との接続が切れると、すぐにコントローラーの電源が切れます。
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b. 無線接続
コントローラーの後ろにあるコミュニケーションモードスイッチで、無線モード（スイ
ッチ右側）を選択してください。
- PS4®のUSB端子にUSB	Bluetooth®レシーバーを差し込みます。
-	 コントローラーを検索中はレシーバーのLEDが点滅します。
-	 コントローラーのPSボタンを押します。LEDプレイヤーステータスインジケーター
が点灯します。

-	 コントローラーと接続されると、レシーバーのLEDの点滅が止まり、コントローラー
のLEDプレイヤーステータスインジケーターの色と同じ色が表示されます。

-	 これで準備完了です。

ヒント：
- 背面にあるモード選択スイッチで、コントローラーをPS4®ノーマルモード（位置1）
で使用するか、PS4®拡張モード（位置2）で使用するかを選択できます。

- PC拡張モード（位置3）にすると、コントローラーをX-Inputモードに切り替え、PC*
で使用できます。

- コントローラーのPSボタンではPS4®の起動はできません。
- LEDプレイヤーステータスインジケーターは、ソフトウェアが対応している場合、ゲ
ーム内のアクションに反応します。

I Revolution Unlimited Pro Controllerを2台同時に接続する
コントローラーを2台同時に無線接続する場合、お互いに干渉する可能性があります。
ゲーム中に問題が生じた場合は、以下の点を確認してください。
- 隣のプレイヤーとの距離が60cm以上離れていること。
- ワイヤレス受信機から離れすぎていないこと。マルチプレイヤーセッションは5メー
トル未満を推奨します。

- 各無線受信機のアンテナが異なる方向を向いていること。

ヒント：まれに、信号がWi-Fiルーター、Wi-Fi中継器、Bluetooth®製品などの他のワイヤレス機器に影響を与え
たり影響を受けたりすることがあります。.
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ヒント：
- コントローラーがUSB	Bluetooth®レシーバーと接続できない場合は、以下の手順
でコントローラーとレシーバーを同期させてください。
• コントローラーの電源を切る。
	 ※無線接続時にコントローラーの電源を切るにはPSボタンを6秒間押し続けます。
• LEDプレイヤーステータスインジケーターが点滅するまで、コントローラーの
SHAREボタンとPSボタンを同時に長押しする。

• USB	Bluetooth®レシーバーの同期ボタンを押す（同期LEDが点滅します）。
- 無線モードから有線モードに切り替える場合は、画面に以下のようなメッセージが
表示されます。	「コントローラーが接続解除されました。」	 再接続するには、ケーブ
ルで接続してからPSボタンを押してください。

- 2つのコントローラーを同時に無線接続する場合は、最初に1つめのコント
ローラーと、Bluetooth®レシーバーを接続し、次に2つめのコントローラー
と、Bluetooth®レシーバーを接続してください。

-	 もし、ゲームプレイ中に長い待ち時間が発生したり、操作ができなくなったりした場
合は、下の図のようにUSBレシーバーのアンテナの向きを調整してください。

-	 背面にあるモード選択スイッチで、コントローラーをPS4®モード（位置1）で使用す
るか、PS4®拡張モード（位置2）で使用するかを選択できます。

-	 PC拡張モード（位置3）にすると、コントローラーをX-Inputモードに切り替え、PC*
で使用できるようになります。

c. コントローラーの充電方法
コントローラーの内蔵バッテリーは次の方法で充電できます。
1/ 有線接続のコントローラーとしてPS4®にケーブルで接続する。
2/ 無線接続のコントローラーとして使用しながら、PS4®にケーブルで接続する。この
方法ではコントローラーが電池を消費しながら充電されるため、有線接続時より
も充電に時間がかかります。

3/ コントローラーが電源オフになっている状態でPS4®にケーブルで接続する。
ヒント：PS4®がスリープモードの状態でコントローラーを充電するには、PS4®の［設定］から［省電力設定］→［
スタンバイモード中の機能を設定する］→［USB端子に給電する］を「常に」または「3時間」に設定してください。

バッテリー残量を確認するには、マイクMUTEボタンを1秒以上押し続けます。スマート
LEDインジケーターが下記のように点灯します。

*PC拡張モードは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、保証されていません。
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バッテリー残量表示
- 75%	＜	バッテリー残量	≦	100%：スマートLEDインジケーターが4つ点灯
- 50%	 ＜	 バッテリー残量	 ≦	 75%：スマートLEDインジケーターが3つ点灯（LED1/
LED2/LED3）

- 25%	＜	バッテリー残量	≦	50%：スマートLEDインジケーターが2つ点灯（LED1/LED2）
- 10%	＜	バッテリー残量	≦	25%：スマートLEDインジケーターが1つ点灯（LED1）
- バッテリー残量	≦	 10%：スマートLEDインジケーターが常時点滅（選択しているプ
ロファイルに対応するLED）

バッテリーの寿命を延ばすために、使用後はコントローラーの電源を切ってください。
バッテリーの完全性を保つために、LEDが赤く点灯または点滅しているときは再充電
することをお勧めします。

d. 音量調整、ミュートのしかた
ヘッドセットが接続されている場合、以下のボタンが使用できます。
- Vol	＋	ボタン：ヘッドセットの音量を上げます。
- マイクMUTEボタン：マイクをミュートにします。ミュートが作動するとスマートLED
インジケーターが赤に変わります。マイクMUTEボタンをもう一度押すと、ミュート
機能がオフになります。

- Vol	－	ボタン：ヘッドセットの音量を下げます。

e. スティックヘッドの交換方法
スティックヘッドを凹型または凸型に変更することができます。スティックヘッドを取り
外して交換するときは力を入れすぎないように注意してください。破損する恐れがあり
ます。

スティックヘッドを交換するには
-	 スティックヘッドをゆっくり取り外します。
-	 お好みのスティックヘッドを選択します。
-	 スティックヘッドの裏側を確認し、スティックヘッドの形状とシャフト上部の形状を
合わせます。カチッと音がするまでゆっくり押します。
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f. スティックシャフトの交換方法
左側または右側のスティックシャフトを変えることで、スティックを倒し込んだ最大角
度を30°、38°、46°の3種類に調節することができます。スティックシャフトは以下の手
順で交換してください。
- スティックヘッドをゆっくり取り外します。
- スティックシャフトを引いて取り外します。
- お好みのスティックシャフトを取り付けます。
- スティックヘッドの裏側の形状とシャフト上部の形状を合わせます。カチッと音がす
るまでゆっくり押します。
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2/ モード1：PS4®ノーマルモード
モードスイッチを位置1に動かすと、PS4®ノーマルモードが選択されます。

I このモードでは以下の機能をサポートします。
- モーションセンサー
- タッチパッド
- デュアル・バイブレーション
- 3.5mmヘッドセットジャック
- PS/SHARE/OPTIONSボタン
- L1、R1ショルダーボタン
- L2、R2アナログトリガー
- L3ボタン付き左スティック
- R3ボタン付き右スティック
- 8	Way方向パッド
- アクションボタン
- ショートカットボタン

I ショートカットボタン
以下の方法で、任意のボタン（PS、SHARE、OPTIONS、タッチパッドボタンを除く）を
ショートカットボタンにマッピング（割り当て）できます。
- プロファイルボタンを3秒間長押しします。右スティックの周りに青い光の輪が点滅
します。

- 割り当てたいショートカットボタンを押します。対応するLEDが点灯します。
	 LED1	=	S1	/	LED2	=	S2	/	LED3	=	S3	/	LED4	=	S4
- ショートカットボタンに割り当てたいボタンを押します。
	 LEDが3回点滅すれば、マッピングは成功です。
- プロファイルボタンを3秒間長押ししてマッピングを確定し、終了します。

ヒント：REVOLUTION	Unlimited	Pro	Controllerは、スピーカーとライトバーは搭載していません。
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3/ モード2：PS4®拡張モード（PC/Mac連携アプリ経由）
モードスイッチを位置2に動かすと、PS4®拡張モードが選択されます。
このモードでは、PS4®ノーマルモードの全機能のサポートに加え、設定を自分好み
に変更することもできます。これを行うには、Windows®7/8/10、Mac	 OS	 X	 10.11(El	
Captain)、macOS	 10.12(Sierra)、macOS	 10.13(High	 Sierra)、およびmacOS	
10.14(Mojave)と互換性のあるPC/Mac連携アプリをダウンロードし、インストールする
必要があります。アプリは（jp.nacongaming.com）からダウンロードしてください。

連携アプリをダウンロードした後、アプリを起動し、画面の指示に従ってインストールし
てください。ソフトウェアのダウンロードには登録が必要です。

I PC/Mac連携アプリのインストール後、以下が可能になります。
- 左右のスティックの設定の調整。
- スティックのY軸を逆転。
- 方向パッドの動きを4	Wayまたは8	Wayから選択。
- すべてのボタンを再マッピング（PS、SHARE、OPTIONS、タッチパッドボタンを除く）。
- ボタンを4つのショートカットボタンにマッピング。
- 最大4つのプロファイルを作成してコントローラーにロードし、ゲーム中に切り替える。
- L2およびR2トリガーのデッドゾーンの調整。
- 左手・右手グリップの振動の強さを個別に調整。
- 右スティック周りのバックライトの調整。
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4/ モード 3：PC拡張モード*（PC/Mac連携アプリ経由）
モードスイッチを位置3に動かすと、PC拡張モードが選択されます。
このモードでは、コントローラーを使ってPCゲームをプレイすることができます。これを行
うには、Windows®7/8/10、Mac	OS	X	10.11(El	Captain)、macOS	10.12(Sierra)、macOS	
10.13(High	Sierra)、およびmacOS	10.14(Mojave)と互換性のあるPC/Mac連携アプリを
ダウンロードし、インストールしてください。アプリは（jp.nacongaming.com）からダウン
ロードしてください。

連携アプリをダウンロードした後、アプリを起動し、画面の指示に従ってインストール
してください。ソフトウェアのダウンロードには登録が必要です。

I PC/Mac連携アプリのインストール後、以下が可能になります。
- 左右のスティックの設定の調整。
- スティックのY軸を逆転。
- すべてのボタンを再マッピング（PS、SHARE、OPTIONS、タッチパッドボタンを除く）。
- ボタンを4つのショートカットボタンにマッピング。
- 方向パッドの動きを4	Wayまたは8	Wayから選択。
- 最大4つのプロファイルを作成してコントローラーにロードし、ゲーム中に切り替える。
- L2およびR2トリガーのデッドゾーンの調整。
- 左手・右手グリップの振動の強さを個別に調整。
- 右スティック周りのバックライトの調整。

*PC拡張モードは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、保証されていません。	
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5/ PC/Mac連携アプリ*

拡張モードのすべての機能にアクセスするには、PC/Mac連携アプリ*が
必要です。

連携アプリのメイン画面では、様々な設定を切り替えることができます。

1. メニューバー
a. メインメニューに戻る。
b. バッテリー残量を表示。
c. 連携アプリを最小化または閉じる。

2. 設定モード
a. PS4®拡張モード：プロファイルをPS4®拡張モードに変更する。
b. PCモード：プロファイルをPC拡張モードに変更する。
c. ファームウェア、ソフトウェア、およびUSBレシーバーをアップデートする。新しいファ
ームウェアまたはソフトウェアアップデートが利用可能かどうかを通知する。

2a

3a 4a

4b 4c

3c

3b

3d

1a 1b 1c

2b

2c
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3. 機能
a. 新しいプロファイル：新しいプロファイルを作成し、コントローラーでの位置を選択する。
b. プロファイルを編集：コントローラーの設定を変更する。

i. 左スティック：レスポンスカーブと左スティックのデッドゾーンを変更する。Y軸を
逆転させて調整する。

ii.	右スティック：レスポンスカーブと右スティックのデッドゾーンを変更する。Y軸を
逆転させて調整する。

iii.	マッピング：コントローラーのマッピングボタンを定義して、方向パッドの動きを
4	Wayまたは8	Wayから選択する。

iv.	トリガー：L2およびR2トリガーの反応性を定義する。
v.	概要：選択したプロファイルの概要を表示する。

c. ダウンロード／共有：NACONプロファイルをダウンロード、またはコミュニティウェ
ブサイトにアクセスする。

d. 一般設定：振動レベルと右スティック周りの光効果を変更する。

4. コントローラー・プロファイル
a. プロファイル：現在のモードでコントローラーに保存されているプロファイル名を
表示する。プロファイルを直接変更するか、コンピューターに保存されている別の
プロファイルをダウンロードすることができる。

b. テストエリア：コントローラーで選択したプロファイルの設定をテストするための画
面を表示する。

c. プロファイルを有効にする：変更したプロファイルをコントローラーに送る。

ヒント:
プロファイルボタンでプロファイルを切り替えると対応するLEDが点灯します。
LED1	=プロファイル1	/	LED2	=	プロファイル2	/	LED3	=	プロファイル3	/	
LED4	=	プロファイル4

i

ii

iii

iv

v
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I ヒント：コントローラーには、ゲーム内容にマッチする4つのカスタムプロフ
ァイルがプリインストールされています。
1. ニュートラル（ノーマルモードに似たスティック、L1/R1およびL2/R2を後部ボタンに
マッピング）

2. FPS（右スティックの反応が速い）
3. FPS	Pro（右スティックの反応が非常に速い）
4. Arcade（瞬時にスティックが反応）



JP /

古い電気・電子機器の廃棄について
廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

I 重要な保護・予防策
1/ 本製品は屋内専用です。
1/ 高温多湿および直茶日光の当たる場所、ホコリの多い場所に放置しないでくださ
い。

3/ ぬらさないでください。
4/ 無理な力を加えたり、落としたり大きな衝撃を与えたりしないでください。
5/ 液体に浸けないでください。
6/ 損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
7/ 絶対に分解や改造、修理をしないでください。
8/ 本製品の外側を掃除するときは、やや湿らせた柔らかい清潔な布を使用してくだ
さい。洗剤は使用しないでください。

9/ 本製品のケーブルを持って運ばないでください。
10/ 本製品の対象年齢は7歳以上です。適切な経験や知識がない方も、保護者の方か
ら本製品の使い方に関する指導や指示を事前に受けていない場合は、ご使用い
ただけません。お子様が本製品で遊ばないようにご注意ください。

I 健康上の諸注意
長時間手を同じ位置に保持していると痛みが生じる場合があります。これが繰り返し
起こる場合は、医師の診察を受けてください。予防策として、1時間ごとに15分間の休
憩を取ることをおすすめします。

I 技術サポート情報
ウェブサイト：jp.nacongaming.com
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