1. 製品紹介
Z100Proの各ボタンと接続⼝は以下の通りです：

2. 初期設定（https://forum.mycoov.com/
こちらをクリックして、以下へお進みください。）

1. Super Managerパッケージをダウンロードしてパッケージ内のManagerDriverを実
⾏し、Z100Proドライバーをインストールしてください。(クリックしてパッケージ
をダウンロード)

2. Z100Proのアップデートボタンを押したままパソコンのUSBポートに挿します。挿した
らアップデートボタンを離し、Super Managerを実⾏します。

3. Super Managerの設定画⾯に⼊り、画⾯の案内に従って操作してください。（マニュ
アル動画）

4. 8桁のペアリングコード⼊⼒欄では、

PS5側で操作を⾏ってください。⼿順は以下の通りです
A: 同じPSNアカウントでログインしてネットの接続状況を確認します（PS5は有線ネット接
続推奨）：
PS5で「設定」-「ネットワーク」-「接続状況」-「インターネット接続を診断」を選
択します
B. PS5で「設定」-「システム」-「リモートプレイ」-「リモートプレイを有効
にする」 - 「 機器をリンク 」を選択します
５：画⾯上に表⽰された8桁のコードをSuperManagerのコード⼊⼒欄に⼊⼒し
て「保存」を押します。
注記：初回使⽤時はパソコン（Windows OS）上での設定が必要ですが、⼆回⽬
以降は挿すだけでご使⽤いただけます。
3. Z100ProをPS5と接続します(ルーターと有線接続する場合）
1. ルーター（PS5本体を接続しているルーター）とZ100Proのネット回線接続⼝をLANケー
ブルで接続し、Z100ProをPS5本体（または5V3Aの充電器やモバイルバッテリー）のUSBポ
ートに挿します

2. アップデートボタンを1回押します。緑ランプが点滅し、しばらくすると画⾯上に「
リモート接続成功」と表⽰されます。(PS5側は8桁のコード表⽰画⾯のままにしておい
てください)

B：Bluetoothコントローラーを使⽤する場合
1：Z100ProのBluetoothペアリングボタンを1回押し、⻘ランプが点滅している時にゲー
ムコントローラーをペアリングモードにします。⼿順は以下の通りです：

PS5/PS4コントローラーの場合：「
点滅します。

+

」ボタンを⻑押しすると、コントローラーのランプが2回

X1/X1エリートシリーズ2コントローラーの場合：「
ンプが素早く点滅します。

+

」ボタンを⻑押しすると、コントローラーのラ

NS Proコントローラーの場合：コントローラー上部の「 」ボタンを⻑押しすると、コントローラー
下部のランプが点滅します。ペアリング成功後、コントローラー上部のボタンを離します。

2. ペアリング成功後、Z100ProのBluetoothランプとコントローラーランプは点灯状態に
なり、ゲーム操作が⾏えるようになります。
追記：PS5、Xbox One S、Xbox Series X、X1エリートシリーズ2コントローラーのファームウェアは最新の
ものにしておいてください。公式のPCソフトもしくはコンソール本体でアップデートできます。
Z100Proはサードパーティ製コントローラーのタッチパッド操を完全に再現します。⼿順は以下の通りです：

タッチパネル機能

XBOX 系コントローラー

Switch Pro コントローラー

タッチパッドをタップ
を押したまま+

を押したまま+

を押したまま+

を押したまま+

を押したまま+

を押したまま+

タッチパッドを左タップ
タッチパッドを右タップ
タッチパッドをスワイプ
を押したまま+右ステ
ィックを傾ける

を押したまま+右ステ
ィックを傾ける

タッチパッドをスワイプ
後にタップ

を押したまま+右ステ
ィックを傾けて押す

を押したまま+右ステ
ィックを傾けて押す

４．Z100Proアップデート⼿順
1. オフィシャルフォーラムから最新ファイルをダウンロードし、
update.binファイルをPC上に解凍します。
2. Z100Proのアップデートボタンを押しながら、Z100ProをWINDOWS
PCのUSBポートに挿します
3. Super Managerを起動し、アップデート画⾯に⼊り、update.binファイ
ルを選択してアップデートをクリックします。
各種マニュアル動画をオフィシャルサイトwww.mycoov.com にご⽤意いたしております。
各種マクロ設定
Z100Proは多彩なマクロ機能を備えています。使⽤⽅法は以下の通りです：

マクロを設定する前に必ずマクロ設定機能をONにしてください：
マクロ設定機能のON/OFF：X1は ボタン、NSコントローラーは ボタン、PS5/PS4
コントローラーは
ボタンを5秒間⻑押しします（コントローラーが振動します）
注記1：同じボタンで連射・コンボ・ループ機能を同時に起動することはできません。
注記2：機能設定中は、操作が有効であればコントローラーが1回振動します。

A. キーマッピング（設定する前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
キーマッピングとは、あるキーの機能を他のキーに割り当てることです。異なるキーに同じ機能を
持たせることやキーの機能を⼊れ換えることができます

追記：設定を⾏う前に、X1の場合は

ボタン、NSコントローラーの場合は

ボタン、PS5/PS4コン

トローラーの場合は
ボタンを5秒間⻑押しし（コントローラーが振動します）、マクロ設定機能を
ONにしてください。すでにONになっている場合は再度⾏う必要はありません。
1. 設定（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
a. PS5/PS4コントローラーは
ラーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントロー

ボタンを同時押しすると、キーマッピング設定モードに⼊ります。

b. 割り当て先にするボタンを１回押します。
c. 割り当てたいボタンを１回押します。
d. 最後にPS5/PS4は
。
例えば、まず
。

ボタン、X1は

ボタンを押し、次に

ボタン、NS Proは

ボタンを押すと、

ボタンを押すと設定モードが終了します

ボタンに

ボタンの機能が割り当てられます

2. 設定の個別解除（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
a. PS5/PS4コントローラーは

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントロ

ーラーは + ボタンを同時押しすると、キーマッピング設定モードに⼊ります。
b. マッピング設定を解除したいボタンを１回押します。
c. マッピング設定を解除したいボタンをもう１回押します。

d. 最後に、PS5/PS4は
します。
例えば、まず

ボタン、X1は

ボタンを押し、次に

ボタン、NS Proは

ボタンを押すと、

ボタンを1回押すと設定モードが終了

ボタンがデフォルトの機能に戻ります。

3. 設定の全解除（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
a. PS5/PS4コントローラーは
ーラーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントロ

ボタンを同時押しすると、キーマッピング設定モードに⼊ります。

b. PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは
マッピング設定が解除され、設定モードが終了します。

ボタンを３秒間⻑押しすると、すべてのキー

4. 例１
a. まず
ます。

ボタンを

にマッピングし、次に

ボタンを

にマッピングすると、ボタン機能を⼊れ換えられ

（操作⼿順としては、キーマッピング設定モード中に

の順に押します）

b.
ボタンを にマッピングし、 ボタンを にマッピングし、 ボタンを にマッピングする
と、三つのボタンの機能を⼊れ換えられます。他のパターンも同様です。（操作⼿順としては、キー
マッピング設定モード中に

の順に押します）

5. 例２（タッチパッドとSHAREを⼊れ換える）
a. この設定では、PS5/PS4の ボタン、X1の ボタン、またはNS Proの ボタンを2度押しても
他のボタンの様にエミュレートすることはできません。従って、PS5/PS4コントローラーまたは
Proコントローラーを使わなければいけません。
b. キーマッピング設定モード中に以下の順でボタンを押してください
PS5/PS4コントローラーの場合は

ボタン。

NS Proコントローラーの場合は
最後に、PS5/PS4は
す。

ボタン。

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタンを押すと設定モードが終了しま

6. 対応ボタン
PS5/PS4の ボタン、X1の
のボタンに対応しています。

ボタン、NS Proの

ボタン、およびアナログスティックを除くすべて
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B. 連射（デフォルトOFF）（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
連射機能では指定のボタンに連射モードを設定することができます。連射モードが設定されたボタン
を押している間は⼀定間隔で「押す―離す―押す―離す」という操作がエミュレートされます。連射
速度は調節できます。
追記：設定を⾏う前に、X1は

ボタン、NSコントローラーは

ボタン、PS5/PS4コントローラーは

ボタンを5秒間⻑押しし（コントローラーが振動します）、マクロ設定機能をONにしてください。
すでにONにしていた場合は再度⾏う必要はありません。

1. 連射機能の設定
a. PS5/PS4コントローラーは
+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

、NS Proコントローラーは

ボタンを同時に押しすると、連射設定モードに⼊ります。

b. 連射モードを設定したいボタンを押したまま、PS5/PS4は

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタンを押すと、そのボタンに連射モードが設定されます。
c. 最後に、PS5/PS4は
ます。

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタンを押すと設定モードが終了し

2. 連射機能の個別解除
a. PS5/PS4コントローラーは
ーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

ボタンを同時押しすると、連射設定モードに⼊ります。

+

ボタン、NS Proコントローラ

b. 連射モードを解除したいボタンを押したまま、PS5/PS4は
ボタンを押すと、そのボタンの連射モードが解除されます。
c. 最後に、PS5/PS4は
ます。

ボタン、X1は

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタン、NS Proは

ボタンを押すと設定モードが終了し

3. 連射設定の全解除
a. PS5/PS4コントローラーは
ーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントローラ

ボタンを同時押しすると、連射設定モードに⼊ります。

b. PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは
設定が解除され、設定モードが終了します。

ボタンを３秒間⻑押しすると、すべての連射

4. 連射速度の調節（ベーシックモード）
a. PS5/PS4コントローラーは
ーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントローラ

ボタンを同時押しすると、連射設定モードに⼊ります。

b.

を押すと、連射速度が上がります。

c.

を押すと、連射速度が下がります。

d. 最後に、PS5/PS4は
ます。

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタンを押すと設定モードが終了し

5. 対応ボタン
PS5/PS4の
ボタン、X1の
ボタン、NS Proの
グスティックを除くすべてのボタンに対応しています。

ボタン、およびアナロ
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c. コンボ（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
ゲームでは、⼤技を繰り出すのに特定のパターンでキー⼊⼒する必要があります。コンボ機能はこ
の⼀連の操作を記録し、指定のボタンをトリガーとして設定すると、そのボタンを1回押すだけで
⼀連の操作を再現できるようになります。
追記：設定を⾏う前に、X1は

ボタン、NSコントローラーは

ボタン、PS5/PS4コントローラーｂは

ボタンを5秒間⻑押しし（コントローラーが振動します）、マクロ設定機能をONにしてください。
すでにONになっている場合は再度⾏う必要はありません。
1. 設定
a. PS5/PS4コントローラーは
ーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

ボタンを同時押しすると、コンボ設定モードに⼊ります。

+

ボタン、NS Proコントローラ

b. コンボ操作を⾏ってください。操作内容はデバイスに⾃動的に記録されます。（なお、最⼤で8パターン
のコンボをそれぞれ最低5秒記録でき、コンボ中は他の操作に妨害されません）。
c. 次に、PS5/PS4は

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタンを押します。

d. 最後に、そのコンボを起動する際に使いたいボタンを押します。設定が成功すると⾃動的に設定モードが
終了します。

2. 個別解除
a. PS5/PS4コントローラーは
ーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントローラ

ボタンを同時押しすると、コンボ設定モードに⼊ります。

b. PS5/PS4は

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタンを押します。

c. コンボが設定されているボタンを押します。解除が成功すると⾃動的に設定モードが終了します。

3. 全解除
a. PS5/PS4コントローラーは
ーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントローラ

ボタンを同時押しすると、コンボ設定モードに⼊ります。

b. PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは
ボ設定が解除され、設定モードが終了します。

ボタンを３秒間⻑押しすると、すべてのコン

4. 対応ボタン
PS5/PS4の

ボタン、X1の

ボタン、NS Proの

ボタンにコンボを設定できます。PS5/PS4の
のすべての操作が記録されます。

ボタン、およびアナログスティックを除くすべての

ボタン、X1の

ボタン、およびNS Proの

ボタン以外
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D. 記憶機能（デフォルトOFF）（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
この機能では⼀連の操作を記憶し、それをループさせることができます。⾃動戦闘、好感度上げ、
資⾦稼ぎ等が容易になります。
注記：記憶機能の使⽤中に他の機能の設定を⾏う場合は、必ず記憶機能を停⽌させて操作の状態を
繰り返しシミュレーションしてください。
追記：設定を⾏う前に、X1は

ボタン、NSコントローラーは

ボタン、PS5/PS4コントローラーは

ボタンを5秒間⻑押しし（コントローラーが振動します）、マクロ設定機能をONにしてください。
すでにONになっている場合は再度⾏う必要はありません。
1. 記憶機能の設定（ループモード中は設定モードに⼊らないでください）
a. PS5/PS4コントローラーは

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントローラ

ーは + ボタンを同時押しすると、記憶機能設定モードに⼊ります。
b. 記憶させたい操作を⾏います。操作内容はデバイスに⾃動的に記録されます。（1セット⽬は約35分記憶で
き、2、3、4セット⽬はそれぞれ約5分記憶できます。各セット間の切り替えは後述のセット切替⽅法をご覧
ください）。
c. PS5/PS4は

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタンを押します。

d. 最後に、記憶した操作を起動するのに使うボタンを押します。設定が成功すると⾃動的に設定モードが終
了します。（起動⽤ボタンはループの開始・停⽌に使います）
2. 記憶設定の個別解除（リピートモード中は設定モードに⼊らないでください）
a. PS5/PS4コントローラーは
ーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントローラ

ボタンを同時押しすると、記憶機能設定モードに⼊ります。

b. PS5/PS4は

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタンを押します。

c. 記憶設定を解除したいボタンを押します。解除が成功すると⾃動的に設定モードが終了します。

3. 記憶機能の全解除（リピートモード中は設定モードに⼊らないでください）
a. PS5/PS4コントローラーは
ーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコントローラ

ボタンを同時押しすると、記憶機能設定モードに⼊ります。

b. PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは
設定が解除され、設定モードが終了します。

ボタンを３秒間⻑押しすると、すべての記憶

4. ループの開始/停⽌
a. 記憶設定で指定した起動⽤ボタンを押すと、記憶した操作がループされます。
b. 起動⽤ボタンを再度押すとループが終了します。

5. 対応ボタン
PS5/PS4の
ボタン、X1コントローラーの
アナログスティックを除くすべてのボタンに対応しています。

ボタン、NS Proの

ボタン、および
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E. コントローラー振動のON/OFFおよび強さの調節（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
追記：設定を⾏う前に、X1の

ボタン、NSコントローラーの

ボタン、PS5/PS4コントローラーの

ボタンを5秒間⻑押し（コントローラーが振動します）、マクロ設定機能をONにしてください。す
でにONになっている場合は再度⾏う必要はありません。
a. PS5/PS4コントローラーは
ローラーは

+

+

ボタン、X1コントローラーは

+

ボタン、NS Proコント

ボタンを同時押しすると、振動設定モードに⼊ります。

b.

を1回押すと振動が強くなります。

c.

を1回押すと振動が弱くなります（繰り返し押すと最終的に振動がＯＦＦになります）。

d. 最後に、PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは ボタンを押すと設定モードが終了し
ます。
注記：DS3コントローラーは振動の強さを調節できません。ＯＮ・ＯＦＦの切り替えのみ可能です。
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F. 4つのセット間の切り替え（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
同時に4セットまで設定することができ、起動時デフォルトで1セット⽬が適⽤されます。各セットの
設定は独⽴しており、お互いに⼲渉しません。

追記：設定を⾏う前に、X1は

ボタン、NSコントローラーは

ボタン、PS5/PS4コントローラーは

ボタンを5秒間⻑押しし（コントローラーが振動します）、マクロ設定機能をONにしてください。
すでにONになっている場合は再度⾏う必要はありません。
1セ ッ ト ⽬ （ デ フ ォ ル ト セ ッ ト ）
PS5/PS4コントローラーは

+

、X1コントローラーは

+

、NS Proは

+

+

、X1コントローラーは

+

、NS Proは

+

+

、X1コントローラーは

+

、NS Proは

+

+

、X1コントローラーは

+

、NS Proは

+

2セット⽬
PS5/PS4コントローラーは
3セット⽬
PS5/PS4コントローラーは

第4セット
PS5/PS4コントローラーは

シチュエーション例：
a. 1セット⽬はデフォルトで、コントローラーの変換機能のみ使⽤
b. 2セット⽬はスプラトゥーン2⽤で、連射と必殺技を使う
c. 3セット⽬はゼノブレイド2⽤で、コンボとボタン固定を使って名声稼ぎなどを⾏う
d. その他のゲーム

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
G. ADS時のリコイル制御（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
ADS時のリコイル制御を⾃動で⾏います。制御の強さは調節できます。

追記：設定を⾏う前に、X1は

ボタン、NSコントローラーは

ボタン、PS5/PS4コントローラーは

ボタンを5秒間⻑押しし（コントローラーが振動します）、マクロ設定機能をONにしてください
。すでにONになっている場合は再度⾏う必要はありません。
1. ADS時のリコイル制御モードをONにする
PS5/PS4は

+

ボタン、X1は

+

ボタン、NS Proは

+

ボタンを同時押しします。

2. ADS時のリコイル制御の使⽤
リコイル制御モードをONにした後、PS4は
）を押しながら、PS5/PS4は
コイル制御がONになります。

ボタン、X1は

ボタン、X1は

ボタン、NS Proは

ボタン、NS Proは

ボタン（ADSボタン

ボタン（射撃ボタン）を押すとリ

3. ADS時のリコイル制御モードをOFFにする（OFFにするとリコイル制御はなくなります）
PS5/PS4は

+

ボタン、X1は

+

ボタン、NS Proは

+

ボタンを同時押しします。

4. リコイル制御の強度調節
ADS時のリコイル制御モードをONにした後、コントローラーの
御強度が調節でき、
きます。

と

と

ボタンで単発撃ちのリコイル制

ボタンでフルオート射撃時に徐々に⼤きくなるリコイルの制御強度が調節で

PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは
ちのリコイル制御が強くなります。

ボタンを押したまま、

ボタンを押すと、単発撃

PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは
ちのリコイル制御が弱くなります。

ボタンを押したまま、

ボタンを押すと、単発撃

PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは ボタンを押したまま、
ト射撃時に徐々に⼤きくなるリコイルの制御が強くなります。

ボタンを押すとフルオー

PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは ボタンを押したまま、
ート射撃時に徐々に⼤きくなるリコイルの制御が弱くなります。

ボタンを押すと、フルオ

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
H. 腰撃ちのリコイル制御（設定の前に必ずマクロ設定機能をONにしてください）
腰撃ち時のリコイル制御を⾃動で⾏います。制御の強さは調節できます。

追記：設定を⾏う前に、X1は

ボタン、NSコントローラーは

ボタン、PS5/PS4コントローラーは

ボタンを5秒間⻑押しし（コントローラーが振動します）、マクロ設定機能をONにしてください。
すでにONになっている場合は再度⾏う必要はありません。
1. 腰撃ちのリコイル制御モードをONにする
PS5/PS4は

+

ボタン、X1は

+

ボタン、NS Proは

+

ボタンを同時押しします。

2. 腰撃ちのリコイル制御の使⽤
腰撃ちのリコイル制御モードをONにした後、サイトを覗き込んでいない状態でPS4は
ボタン、NS Proは

ボタン、X1は

ボタンを押して射撃するとリコイル制御が作⽤します。

3. 腰撃ちのリコイル制御モードをOFFにする（OFFにすると腰撃ちのリコイル制御はなくなります）
PS5/PS4は

+

ボタン、X1は

+

ボタン、NS Proは

+

ボタンを同時押しします。

4. リコイル制御の強度調節
腰撃ちのリコイル制御モードをONにした後、コントローラーの
調節でき、

と

と

ボタンで単発撃ちの制御強度が

ボタンでフルオート射撃時に徐々に⼤きくなるリコイルの制御が調節できます。

PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは
ちのリコイル制御が強くなります。

ボタンを押したまま、

ボタンを押すと、単発撃

PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは
ちのリコイル制御が弱くなります。

ボタンを押したまま、

ボタンを押すと、単発撃

PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは ボタンを押したまま、
ート射撃時に徐々に⼤きくなるリコイルの制御が強くなります。

ボタンを押すと、フルオ

PS5/PS4は
ボタン、X1は ボタン、NS Proは ボタンを押したまま、
ート射撃時に徐々に⼤きくなるリコイルの制御が弱くなります。

ボタンを押すと、フルオ
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