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n-ABLER Pro Joystick は、手のコントロ

ールに制限がある、運動技能の問題、手

と目の協調が不十分、手先の器用さが限

られている、不随意の筋肉のけいれん、

手や手首の振戦がある、といったコンピ

ュータユーザー向けに設計されています。

最小限の動きで操作できるため、手首と

肘の疲労を軽減します。左右対称な設計

により、ユーザーは手首を傾けずに両手

で作業できます。「左利き」操作用に構成

することもできます。 

大きく統合されたパームレストによって

作業姿勢をよりリラックスさせられ、緊

張を軽減します。 

運動能力に問題のあるすべての年齢層、

およびコンピュータで長時間作業する必

要がある人に特に適しています。「震え補

正」機能は、振戦や不随意の筋肉のけい

れんに苦しんでいる人や、運動障害のあ

る高齢者にとって非常に効果的です。 

 



特徴 

 頑丈な構造と人間工学に基づいたデザイン 
 安定性を実現する大きなベース部分 
 どちらの手でも使用できる左右対称設計 
 疲労を最小限に抑えるための一体型パームレスト 
 「プラグアンドプレイ」インストール（追加のドライバーは不要） 
 操作感の軽いジョイスティック 
 白黒表記の識別しやすいボタン 
 切り替え可能な左右のクリックボタン 
 震え補正機能（振戦の程度により 3種類の設定） 
 ボタンやスイッチを使用できない場合のドウェルクリック機能 
 ダブルクリック、ドラッグロック 
 ドキュメント上のナビゲーションを簡単にするパンボタン 
 選択や設定変更を示す音（ミュート可能）と LEDランプ 
 カーソルスピードの変更が可能 
 PC、Mac、Chromebookに対応 
 ジョイスティックグリップ用にソフトボールと Tバーが付属 
 

互換性 

n-ABLER Pro Joystick は、USB および PS / 2 互換コンピュータで動作します。 これ

には、ほとんどの PC、Apple Macintosh コンピュータ、Chromebook が含まれます。 

PS / 2 ソケットは 6 ピンの円形で、USB コネクタは 4 ピンの長方形です。 

設置 

USB（推奨） 

USB ソケットに n-ABLERを差し込みます。コンピュータの電源が入っているかどうか



は関係ありません。 n-ABLER を初めてインストールすると、OS の準備に数秒かかる

場合があります。 n-ABLER の LED が点灯するとすぐに使用できます。ドライバーフ

ァイルのインストールは不要です。 

 

PS / 2 

スタンバイ状態ではなく、コンピュータの電源が完全にオフになっていることを確認し

てください。 n-ABLERの USB プラグを付属の PS / 2 アダプターに挿入し、PS / 2 ソ

ケットに差し込み、問題のソケットがキーボード用ではなくマウス用であることを確認

します。マウス用ソケットは通常、緑色（キーボードソケットの紫色ではなく）である

か、マウスシンボルが表示されています。 

コンピュータの電源を入れると、n-ABLERは自動的に PS / 2 モードに設定されます。

ドライバーファイルのインストールは不要です。 

  



使用開始にあたって 

 

LED 
緑  ドラッグロックオフ 

赤  ドラッグロックオン 

オレンジ 震え補正オン 

緑の点滅 設定モードを参照 

赤の点滅 ソケット設定モードを参照 

オレンジの点滅 ドウェルクリック設定を参照 

 
マウス左ボタン 
マウスの左クリックとして動作します。 

 
ダブルクリック/震え補正ボタン 
ダブルクリックを有効にするには、この 

ボタンを短く押してください。 

震え補正を有効にするには、このボタン 

を押し続けます。 LED がオレンジ色に 

変わり、「ピッ」と鳴ると、最低レベル 

に設定されていることを示します。 

補正レベルを中間に上げるには、「ピピッ」 

と鳴るまでボタンをもう一度押し続けます。 

補正レベルを最高に上げるには、「ピピピッ」 

と鳴るまでボタンをもう一度押し続けます。 

さらにもう一度ボタンを押し続けると、震え 

補正がオフになり、ビープ音が鳴り、オレン 

ジ色の LED が消灯します。 

震え補正の設定は本体に保存されます。 

パンボタン 
ドキュメントのナビゲーション

を容易にします。ボタンを 1回

押すと有効、もう一度ボタンを

押すと無効になります 
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スピードの設定 
（図 2を参照） 
このボタンを押すと、カーソル

が動くスピードを 4 段階で変更

できます。 最速に達したら、も

う一度ボタンを押すと、最低速

度に戻ります。 

マウス右ボタン 
マウスの右クリックとして動作します。 

カーソルコントロール 
カーソルを動かしたい方向にジョイステ

ィックを倒してください。 

ドラッグロックボタン 
画面上のオブジェクトをドラッグすると

き、左ボタンを押したままカーソルを移

動するのが難しい場合があります。 

この困難を克服するために、ドラッグロ

ックボタンがあります。 このボタンを

押すだけで「ドラッグ」操作を実行でき

ます。 

完了したら、いずれかのボタンを押して

キャンセルします。 

カーソルスピードの設定（図 2 を参照）

は、ジョイスティックの動きとカーソル

速度の関係に影響します。 

ブザーがオンの場合、ドラッグロックが

オンになると 2 トーンの昇順ビープ音が

鳴り、オフになると 2 トーンの降順ビー

プ音が鳴ります。 ドラッグロックがオ

ンになっている間、LED が赤色に変わ

り、ドラッグロックが動作していること

を示します。 

ブザーがオンの場合、ボタンを押

すたびにビープ音が鳴って速度を

示します。 1 回鳴ると最も遅い速

度、4 回鳴ると最も速いことを示

します。 

選択した速度設定は、n-ABLER 

Pro 本体に自動的に保持されま

す。 
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設定モード 

Step 1 設置方向 

n-ABLER Joystick を適切な操作

位置（図 3 に示す 4 つのいずれ

か）で開始します。 

Step 2 設定モードにする 

本体背面にあるスピード設定ボ

タンを 3 秒間押し続けると、設定

モードになり、ビープ音が鳴り、

LED が緑色に点滅します。 

Step 3 設置方向を設定する 

カーソルを「上」に動かす方向へ

ジョイスティックを傾けます。n-ABLER 

Pro が方向を理解すると、ビープ音が 1

回鳴り、カーソルが上に動きます。 

n-ABLER Proは、固定方法に応じて図 3

に示されているいずれかの位置で使用で

きます。デフォルトは 1 番の向きです。 

Step 4 ブザーのオン／オフ 

ブザーをオンにするには、左マウスボタ

ンを 1 回押します。 ブザーをオフにする

場合は、右マウスボタンを押します。ブ

ザーが「オン」か「オフ」かに関係なく、

選択を確認するビープ音が 1 回鳴ります。 

 

ブザーは、いくつかの機能をオンまたは

オフにする際に鳴りますが、オフにする

こともできます。 

Step 5 左クリックボタンを決める 

左ボタンに左クリックを割り当てたい場

合は、それを押します。 それ以外の場合

は、右マウスボタンを押します。 

ビープ音が鳴り、学習モードを終了した

ことを示します。 

設定は本体のメモリに保存されます。 

 

ビープ音が鳴るまでスピード設定ボタン

を押し続けると、設定モードをいつでも

終了できます（保存されません）。 

もし操作を間違えた場合は、Step 1 から

始めてください。 

 

左利きの場合、または上下逆に使用する

場合は、左右ボタンを入れ替えられます。  

図 3 



ソケット設定モード 

本体背面には外部スイッチ接続用のソケットが 2 つあります。これらのソケットは、n-

ABLER Pro の各ボタンと同じ動作をします。デフォルトでは左ボタン側のソケットは

左クリックとして、右ボタン側のソケットは右クリックとして動作します。 

次の手順により、ソケットにはスピード設定ボタンを含むあらゆるボタンの動作を割り

当てることができます。 

 

Step 1 ソケット設定モードにする 

本体背面のスピード設定ボタンと左マウ

スボタンを一緒に押し続け、ビープ音が

鳴り LED が赤く点滅したら離します。 

Step 2 左ソケットに割り当てるボタン

を押す 

例えば左ソケットをダブルクリックとし

て動作させる場合、ダブルクリック/震え

補正）ボタンを 1 回押します。選択が確

認されるとビープ音が 1 回鳴ります。 

Step 3 右ソケットに割り当てるボタン

を押す 

例えば右ソケットをスピードコントロー

ルとして動作させる場合、背面にある赤

いスピード設定ボタンを 1 回押します。 

選択が確認されるとビープ音が1回鳴り, 

ソケット学習モードが終了します。 

設定は本体のメモリに保存されます。 

 

ビープ音が鳴り、LED が緑色に戻る前に

スピード設定ボタンを押すと、いつでも

ソケット設定モードを終了できます。こ

のとき新しい設定は保存されません。 

 

もし操作を間違えた場合は、Step 1 から

始めてください。 

ドウェルクリック設定モード 

n-ABLER Pro の各ボタンや外部スイッチの操作が難しい場合、ドウェルクリック機能

を使用すると、カーソルの移動が停止した直後に自動的にクリックするようにプログラ

ムできます。 これにより、ユーザーはカーソルを動かして止めるだけで、ボタンやス

イッチを押さずにクリックできます。 

ドウェルクリック機能を有効にする手順は、次のとおりです。 



Step 1ドウェルクリック設定モードにする 

本体背面にあるスピード設定ボタンを右マウスボタンと一緒に 3 秒間、ビープ音が鳴

るまで押し続けます。LED がオレンジに点滅します。 

Step 2 ドウェルクリックで使用する機能を選択する 

ドウェルクリック機能で使用する機能を押します。たとえばダブルクリックを実行する

場合はダブルクリックボタンを押します。選択を確認するとビープ音が 1 回鳴ります。 

ドウェルクリックを無効にする方法 

Step 2 でパンボタンを押すと、ドウェルクリック機能が無効になり、ドウェルクリッ

ク設定モードが終了します。選択を確認するためにビープ音が 1 回鳴ります。 

 

※Windows PC には、ソフトウェアをシングルクリックで起動できるオプションがあ

ります。これは Windows 10 の場合、[設定]の[エクスプローラーのオプションにあり

ます。[ポイントで選択し、シングルクリックで開く]を選択すると、n-ABLER Pro のド

ウェルクリックを左クリックに設定することで、ユーザーが必要とするほとんどすべて

を実現できます。 

 

Step 3 ドウェルタイムを選択する 

表 1 のとおり、本体にある 5つのボタンのい

ずれかを押して、ドウェルクリックが発動す

るまでの時間を選択します。選択を確認する

と、ドウェルクリック設定モードの終了を示

すビープ音が鳴ります。設定は本体のメモリ

に保存されます。 

 

 

ビープ音が鳴るまでスピード設定ボタンを押し続けると、いつでもドウェルクリック設

定モードを終了できます（保存されません）。もし設定を間違えた場合は、再度 Step 1

から始めてください。 

 

ボタン ドウェルタイム 

マウス左 1.0 秒 

パン 1.5 秒 

マウス右 2.0 秒 

ダブルクリック 3.0 秒 

ドラッグ 4.0 秒 

表 1 



メンテナンス 

n-ABLER Pro Joystick をユーザーが修理することはできません。 修理が必要になった

場合は Pretorian Technologiesまたは販売店までお問い合わせください。 

製品保証 

購入日から 24 か月間、製造上の欠陥または部品不良対して保証します。n-ABLER Pro 

Joystick は、家庭用、教育用、商業用に設計されています。これら以外の領域で使用す

ると、保証は無効になります。 不正な修理または改造、酷使、液体への浸漬、または

ホストコンピューター以外の機器への接続も保証を無効にします。 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正規販売店：テクノツール株式会社  www.ttools.co.jp 

 

http://www.ttools.co.jp/

