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ラピッドファイア  
ラピッドファイアを有効にするには、コントローラーの右アナログスティッ
ク底部にある"MOD"ボタンをタップします。プレーヤー4 LEDが点滅を開始
し、現在ラピッドファイアが有効であることを示します。ラピッドファイア
をオフにするには、もう一度"MOD"ボタンをタップします。プレーヤー
4LEDの点滅が止まり、ラピッドファイアがオフになったことを示します。
10の内蔵プリセットモード（右参照）のうち一つを使用して、ラピッドフ
ァイア速度の変更や、独自のカスタム速度がプログラム（3ページの「モー
ドの調整とプログラム」を参照）できます。 

バーストファイア   
バーストファイアを有効にするには、"Dパッド右"と"MOD"ボタンをタップ
します。プレーヤー4 LEDが点灯します。これは、現在バーストファイアが
有効であることを示します。 
バーストファイア有効時には、すばやく"MOD"ボタンをタップするだけでオ
ン/オフが行えます。バーストファイアは、プログラミングモード内で調整す
ることのできる、現在の速度/バースト設定で発射します。10のモードはそ
れぞれ独自のバーストファイア設定を持ちます。各モードのデフォルト設定
値はバースト毎 3ラウンドです。 
 
 
 
 
 
 
 

モードとデフォルト速度表 

   モード   速度         対応ゲーム 
モード 1: 7.7sps COD MW2/MW3/Black Ops: セミオートライフル 

モード 2: 11.35sps Call of Duty (ALL): ピストル/スナイパー 

モード 3: 14.28sps COD Black OPS 2: セミオートライフル 

モード 4: 16.67sps GTA 4, RDR, COD: オート 

モード 5: 8.33sps COD - Word at War Only - ライフル 

モード 6: 10sps COD - Word at War Only - ピストル 

モード 7: 5sps 解放モード – デフォルト 5 SPS 

モード 8: 10sps 解放モード – デフォルト 10 SPS 

モード 9: 15sps 解放モード – デフォルト 15 SPS 

モード 10: 20sps 解放モード – デフォルト 20 SPS 

モード変更  
選択可能な 10のモードがあります。それぞれが特定の速度でプログラム済
ですが、個別に新しい速度にプログラム（3ページを参照）できます。次の
モードに変更するには、コントローラーの背面にある"MOD"ボタンを 3秒間
押したままにして下さい。プレーヤー4 LEDが点滅するので、点滅回数をカ
ウントしてください。点滅回数が現在のモードを示します（2回=モード 2）
（3回=モード 3）。"MOD"ボタンと一緒に"R1"を押したままにすれば、前の
モードに戻ることも出来ます。 

コントローラボタンの有効/無効  
いつでもラピッドファイア用に全ボタン（R1,R2,L1,L2,▲,O,X,■）の全組み
合わせが利用できます。ボタンを有効または無効にするには、Dパッド下と
"MOD"ボタンを押し続けます。両ボタンを押したままで、ラピッドファイア
を有効または無効にしたい他のボタンを一つタップします。ボタンを押した
ときにプレーヤー4 LEDが１回または２回点滅します（1回=有効）（2回=
無効）。終わったら、全ボタンを離すだけです。コントローラーがどのボタ
ンが有効か無効かを常に記憶し、電源がオフになっても維持します。 
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残りの全機能はプレーヤー4LED の点滅で有効 /無効を表示します。
（1 回=有効）（2 回=無効）  

サブモード （ジッター ,ドロップショット ,ジャンプショット＆
クイックスコープ）  
コントローラー機能のいくつかはサブモードを持ちます。サブモードはメイ
ン機能のバリエーションで、さらなるコントロールとカスタマイズを可能と
します。サブモード変更には"Dパッド上"と"MOD"ボタンを押しながら、変
更するサブモードに対応したボタンをタップします。例えば、ジッターのサ
ブモードを変更するには、"Dパッド上"と"MOD"ボタンを押しながら"△"を
タップすれば、プレーヤー4LEDの点滅で現在のサブモードを表示します。
サブモードは、コントローラーの電源がオフになっても記憶します。 

ドロップショット（標準 ）または（戦術 ） 
ドロップショットでは自動的に、発射開始と同時に伏せ、停止で立ち上がる
事が出来ます。TrueFire Fusion V3では、標準ボタンレイアウトと戦術ボタ
ンレイアウトの両方に対応しています。ドロップショットを標準ボタンレイ
アウトで有効にするには、"○"を押しながら"MOD"ボタンをタップします。
ドロップショットを戦術ボタンレイアウトで有効にするには、"R3"を押しな
がら"MOD"ボタンをタップします。ドロップショットには 4つのサブモード
があり、常に"○"を変更に使用します。 
  サブモード 1（初期設定）=常にドロップ /自動立ち上がり   
  サブモード 2=ドロップ /立ち上がり（エイムダウンサイトなしで）   
  サブモード 3=ドロップのみ（要手動立ち上がり）   
  サブモード 4=ドロップのみ（エイムダウンサイトなしで）  

クイックスコープ/オートエイム  
有効にするには"L1"を押しながら"MOD"ボタンをタップします。クイックス
コープサブモードの一つが有効なら、"L1"を押すだけでスコープし、スコー
プの正確な瞬間で自動的に発射することが出来ます。2つのクイックスコー
プサブモードがあります。オートエイムサブモードが有効なら、"L1"を押し
続けるとコントローラーが自動的に照準に一番近いターゲットにロックし、
追尾します。オートエイムはラピッドファイアと一緒または個別に使用でき
ます。また、"R1"を押すだけで「ミミック」機能と同時使用することも出来、
自動的に追跡し、MODが一番近いターゲットに自動的にスコープ捕捉し、
発射します。オートエイム機能はオフラインのゾンビ/キャンペーンゲームの
みで利用でき、オンラインでは動作しません。 
  サブモード 1=クイックスコープ（デフォルト）  
  サブモード 2=クイックスコープ+ラピッドファイア  
  サブモード 3=オートエイム  
 

ジッターファイア（MW3 以外の全 COD）  
ジッターファイアを有効にするには"△"ボタンを押しながら、"MOD"ボタン
をタップします。ジッターは CODゲームのバグを有利に使用し、ショット
ガンや 3 ラウンドバースト武器など全ての武器でより速い発射を実現します。
唯一の注意点は、射撃中は常に"ヒップショット"になりエイムダウンサイト
でのジッターは出来ません。３つのサブモードがあります。 
  サブモード 1（初期設定）=標準ジッター  
  サブモード 2=  Black Ops 2 ジッター  
  サブモード 3=World at War ジッター  

ジャンプショット  
ジャンプショットを有効にするには"×"ボタンを押しながら、"MOD"ボタン
をタップします。4つのサブモードがあります。ジャンプショットでは射撃
開始と同時に自動的にジャンプできます。 
  サブモード 1（初期設定）=一度だけジャンプ  
  サブモード 2=連続ジャンプ（遅いジャンプ速度）  
  サブモード 3=連続ジャンプ（中程度のジャンプ速度）  
  サブモード 4=連続ジャンプ（速いジャンプ速度）  

調整可能ファーストリロード  
有効にするには"□"ボタンを押しながら"MOD"ボタンをタップします。調整
可能ファーストリロードは、リロード時間から貴重なミリ秒を節約します。
これは弾薬が武器に装填された後のリロードアニメーション最後の部分をキ
ャンセルすることで機能します。 
全ての武器が異なるリロード時間を持つため、ファーストリロードは使用中
の武器専用に設定されている必要があります。リロード時間を設定するには
"□"ボタンを画面下部の弾薬インジケータが満タン（リロードアニメーショ
ンが終わる前に起こります）になる瞬間まで押し続け、この瞬間で"□"ボタ
ンを離して下さい。これでタイミングが設定され、次からは"□"ボタンをい
つも通り押すだけでリロードアニメーションの最後をキャンセルし、いつも
より速く射撃を再開できます。 

オートスナイパーブレス  
有効にするには"L3"ボタンを押しながら"MOD"ボタンをタップします。オー
トスナイパーブレスは、L1でスコープし、L3を押したままにしなくても自
動的に息を止める事を可能にします。 
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ミミック（オートアキンボ）  
ミミックを有効にするには"Dパッド左"を押しながら"MOD"ボタンをタップ
します。ミミック使用時には、"R1"で"L1"と"R1"を同時にコントロールでき
ます。これは、"R1"を押すだけでアキンボ武器を両方同時に発射できるので
便利です。"L1"にラピッドファイアが割り当てられており、それが有効なら
ラピッドファイアになります。それ以外は、"L1"は通常通りエイムダウンサ
イトとして機能します。 
 

拡張機能管理 
ラピッドファイアとバーストファイアを除く全機能には、それらを無効
に出来る拡張機能管理オプションがあります。これは、使用しない機能
があり、誤って有効になる可能性をなくしたい場合に非常に有効です。 

エンター（AFM）  
拡張機能管理に入るには、コントローラーをオンにし、ラピッドファイ
アをオフにしなければなりません。ボタン（Dパッド右+□+△+○）を同
時に 7秒間押し続けてください。7秒経過後にプレーヤー4LEDが 8回、
非常に速く点滅します。この後、全ボタンを離すことが出来ます。 

管理機能 
一度 AFMに入ったら、下記の全機能を対応するボタンを押すだけで有効
または無効に出来ます。いずれかのボタンをタップすると、プレーヤー
4LEDが 1回または 2回点滅します。1回点滅=機能が有効化、2回点滅=
機能が無効化。 

l ミミック  

l ジッターファイア  
l ドロップショット  

l ジャンプショット  

l CODファーストリロード  

l オートスナイパーブレス  
l クイックスコープ /オートエイム  

拡張機能管理から出る 
AFMから出るには"Dパッド上"を押すだけです。再度プレーヤー4LEDが
8回点滅します。 

 

調整可ラピッドファイア/バーストファイア設定プログラム 
各ラピッドファイアモードは、4〜50発/秒の範囲で 20の異なるスピードを
プログラムできます。バーストファイアも各モードで 2〜10発/秒の範囲で
設定できます。 

プログラミングモードへ入る/出る:  
プログラミングモードに入る、または出るには、初めに（R1+R2+L1+L2）
を同時に押さなければなりません。全ボタンを 5秒間押し続けてください。
プレーヤー4LEDが 2秒間点滅し、消えます。これでプログラミングモード
に出入りすることが出来ます。この後、全ボタンを離すことが出来ます。 

ラピッドファイアスピード変更:  
ラピッドファイアスピードを変更するには、"Dパッド上"または"Dパッド下
"をタップするだけです。上ボタンで速く、下ボタンで遅くなります。"上"ま
たは"下"を押すごとにプレーヤー4LEDが光り、変更を知らせます。最小ま
たは最大速度に達している場合は、LEDが光りません。 

バーストファイア数変更:  
バーストファイアの射撃回数を変更するには、"Dパッド左"または"Dパッド
右"をタップします。左ボタンで射撃回数が減少し、右ボタンで増加します。
"左"または"右"を押すごとにプレーヤー4LEDが光り、変更を知らせます。最
小または最大回数に達している場合は、LEDが光りません。 

ラピッドファイアスピード設定確認:  
現在のラピッドファイアスピード設定を確認するには"△"を押すだけです。
スピード設定が 10またはそれ以上なら、プレーヤー4LEDが 10を意味する
長い点滅と、1の位を意味する短い点滅で知らせます。例えば、LEDが 1回
の長い点滅と 3回の短い点滅をしたら、これはスピード設定が 13であるこ
とを意味します。各設定の毎秒射撃回数変換表は次のページで確認できます。 

バーストファイア設定確認:  
現在のラピッドファイアスピード設定を確認するには"×"ボタンを押すだけ
です。プレーヤー4LEDが 2〜10回点滅して、バーストファイアに設定され
た射撃回数を知らせます。 

現モードの初期化: 	  
現在編集中のラピッドファイアモードを初期値へリセットするには、"□"と"
○"を同時に 7秒間押し続けなければなりません。7秒経過後にプレーヤー
4LEDが非常に速く 2秒間点滅し、現モードで初期値が設定されたことを示
します。 
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工場出荷時初期化  
プログラミングモードで"L3"と"R3"を 7秒間、プレーヤー4LEDが速い点滅
と遅い点滅を繰り返すまで押し続け無ければなりません。チップがリセット
され、全モード、サブモード、スピード設定と拡張機能管理設定が工場出荷
時状態に初期化されます。その後、チップが自動的にプログラミングモード
より出て、リセットします。 
 

ラピッドファイアスピード設定表 

       
 
重要ラピッドファイア速度情報！ 
TrueFire Fusionのラピッドファイア MODはラピッドファイア速度を最大
50発/秒まで設定できますが、最大のラピッドファイア設定は多くのゲーム
で動作しないことに注意してください。全てのゲームに、各武器が射撃でき
る割合に制限があります。本製品のデフォルト設定は初めからページ 1のゲ
ーム/武器用に最速の物に最適化されています。 
これら設定の変更機能は実験用、プレーヤーのプレイスタイルに最適名設定
を見つけるため、またデフォルト設定に無い現在および将来のゲームでもこ
の MODが使用できるようにするために設けられています。 
 
 

ラピッドファイアスピード設定表 

          
機能概要 

機能を有効または無効にするには、記載のコントローラボタンを押しながら
コントローラー背面の MODボタンをタップします。有効時にはプレーヤー
4LEDが一度光ります。無効時には二度光ります。 
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