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ご使用になる前に
ROG Armoury ソフトウェアのダウンロード
ROGデバイスを使用するには、ROGデバイス用 ROG Armoury ドライバーソフトウェアをインスト
ールする必要があります。ROG Armoury は ASUS オフィシャルサイト(http://www.asus.com）か
らダウンロードすることができます。

 ROG製品をより快適に長くご利用いただくためにも、常にファームウェアとソフトウェアを最新
のバージョンに更新することをおすすめします。ファームウェアやソフトウェアの更新情報につ
いては、ASUSオフィシャルサイト （https://www.asus.com/) をご確認ください。

メイン画面

・ 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。予めご
了承ください。

・ 表示項目、搭載している機能はモデルによって異なります。

メインメニュー サブメニュー

プロファイル

ROGデバイスの選択

設定

アプリの関連付け

既定値を読み込む 設定を保存
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プロファイル名の変更
1. 名前を変更したいプロファイルの名前をダブルクリックします。
2. 新しいプロファイル名を入力します。

設定を保存

プロファイルとアプリの関連付け
ROG Armouryではアプリとプロファイルを関連付けることができます。関連付けられたアプリの
ウィンドウがアクティブになると設定されたプロファイルが自動的にロードされます。アプリとプ
ロファイルの関連付けを設定するには、次の手順に従ってください。
1. アプリを関連付けるプロファイルを選択します。
2. プロファイル名の横にある  アイコンをクリックします。

3. 関連付けるアプリの実行ファイルを選択し「OK」をクリックします。

スタートアップ設定 ROGサイトを開く ROG Facebookページを開く

選択しているROGデバイス名 表示言語

ファームウェア更新

ソフトウェアの更新

現在のソフトウェアバージョン
/ ファームウェアバージョン

設定



ASUS ROG Armoury6

マクロ
マクロメニューでは、キーストロークやシーケンスなどの操作を記録することができます。記録さ
れたマクロは、プロファイルで設定することで再生することができます。

記録を開始

マクロの新規作成

マクロの削除

マクロ 
プロファイル

ファイルからインポート

マクロの設定

記録を消去入力コマンド 設定を保存

マクロの新規作成

1.  をクリックし新規マクロを作成します。
2. マクロの名前を変更するには、マクロ名をダブルクリックします。

マクロの削除
1. 削除するマクロを選択します。
2.  をクリックしマクロの削除を実行します。

ファイルからインポート

1.  をクリックします。
2. バックアップされたマクロ設定ファイル選択し「開く」をクリックします。
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遅延間隔の記録方法を選択

マクロの実行方法を選択

マクロの記録
1. 編集するマクロプロファイルを選択します。
2. 画面右上の  ボタンをクリックして、遅延間隔の記録方法やマクロの実行方法を設定し

ます。 
3. 「記録」ボタンをクリックし、マクロの記録を開始します。
4. マクロの記録が終了したら、「停止」ボタンをクリックします。 

5. 設定が完了したら「保存」をクリックしマクロを登録します。

マクロの記録を開始する際は、「記録」ボタンをクリック後、マウスポインターを下枠内（入力コ
マンド枠）へ移動してください。
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統計
統計メニューでは特定キーのキーストローク数をカウントすることができます。

キーストローク数のカウント
1. 「記録」をクリックすると、キーストローク数のカウントを開始します。
2. カウントを終了するには「停止」をクリックします。

記録の開始/停止

もう一度「記録」をクリックするかソフトウェアを閉じると記録情報は消去されます。
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ゲーミングキーボード
キーボード
キーボードメニューでは、キーボードのキー割り当てやLEDライトの設定など基本機能を変更す
ることができます。ゲーム中の誤打を防止するため、ゲーミングモード設定として一部のキーを
無効に設定することもできます。

カスタマイズ

プロファイル

キーの有効/無効*

任意のキーをクリックし、異なる機能やキー、プログラムを設定・割り当てる

* Windows®キーロックの有効/無効は、<Fn> + <Windows>（Lock）でも変更することができます。
** ファン回転数制御ホットキー（<Fn> + <->、<Fn> + <+>）は、ASUS 9 シリーズ以降のマザーボードをご使用で、且つユーティリ

ティ Fan Xpert が有効の場合にのみ利用することができます。

ファン回転数制御ホットキー**



ASUS ROG Armoury10

キーの割り当て
1. 設定を変更するプロファイルを選択します。
2. サブメニュー 「カスタマイズ」をクリックします。
3. 設定を変更するキーをクリックします。
4.  をクリックし、プルダウンメニューからオプションを選択し、各機能を設定します。

オプションを選択

5. 設定が完了したら「保存」をクリックしプロファイルを登録します。

オプション 説明

既定値 キーボードの既定値を使用します。

キーボード機能 入力したキーを割り当てます。

マウス機能 マウスボタン機能を割り当てます。

マクロ 登録したマクロプロファイルを割り当てます。

プログラムの実行 プログラムまたはWEBページのショートカットを割り当てます。

マルチメディア マルチメディア機能を割り当てます。

Windows ショートカット Windows® ショートカット機能を割り当てます。

無効 キーを無効にします。
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プロファイル

LEDライト

AURA対応キーボートとマウスのエフェクトを同期

エフェクト設定 カラー設定

• 同期モードが有効の場合、次のホットキーは利用できません。 
・ <Fn> + <↑ / ↓ / ← / →> : LED制御 
・ <Fn> + <Delete / End / Page Down>：RGBカラー制御 
・ <Fn> + <1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6>：プロファイルの切り替え

• 同期モードの有効/無効は <Fn> + <PrtSc>（ROG SYNC）で変更することができます。

・ 同期モードの有効/無効ホットキー（<Fn> + <PrtSc>） はArmoryソフトウェアが起動している場合にのみ切り替えることができ
ます。

・ ASUS製マザーボード、キーボード、マウスのデバイス間でLEDライトを同期させる場合は、マザーボードのユーティリティ
「AURA Sync」をご使用ください。

・ 「ROG Armoury」「AURA Sync」では設定できる内容が異なります。
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エフェクトのカスタム設定
1. エフェクトを変更したいプロファイルを選択します。
2. サブメニュー「LEDライト」を選択します。エフェクト一覧から「ユーザー設定」を選択します。

ユーザー設定

カスタム設定画面へ

3.  をクリックし、カスタム設定画面に移動します。
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エフェクトの削除
1. カスタム設定画面で削除するエフェクトを選択します。

2.  をクリックし、エフェクトを削除します。

3. 「保存」をクリックすることで設定が適用されます。

4. エフェクトの  をクリックし、一覧から点灯方法を選択します。

5. エフェクトを適用したいキーをクリックします。キーは個別に選択できるほかに、プリセット
を選択することもできます。

6. カラーや点灯速度を調整し、「保存」をクリックすることで設定が適用されます。
7. エフェクトを個別に設定する場合は、手順4~6を繰り返します。
8. すべての設定が完了したら、「戻る」をクリックしメイン画面に戻ります。

エフェクトを追加

選択した 
エフェクトを削除

キー選択

エフェクト設定

• 1つのキーに割り当て可能なエフェクトは1つだけです。複数のエフェクトを同時に割り当
てることはできません。

• 「常時点灯」以外のエフェクトは１プロファイルにつき１セットのみ設定することができ
ます。
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プロファイル

ゲーミングマウス
マウス
マウスメニューでは、ボタン割り当て、パフォーマンス設定、LEDライトなどの設定を目的や用途
にあわせて自由に設定することができます。

アプリの関連付け

既定値を読み込む設定する場所を選択

設定を保存

ボタン割り当て

ボタン

左クリック機能は必ず１カ所以上に設定する必要があります。
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ボタンの割り当て
1. 設定を変更するプロファイルを選択します。
2. サブメニュー「ボタン」をクリックします。
3.  をクリックし、プルダウンメニューからオプションを選択し、各機能を設定します。

機能を選択

5. 設定が完了したら「保存」をクリックしプロファイルを登録します。

オプション 説明

マウス機能 マウスボタン機能を割り当てます。

Windows ショートカット Windows® ショートカット機能を割り当てます。

マルチメディア マルチメディア機能を割り当てます。

マクロ 登録したマクロプロファイルを割り当てます。

キーボード機能 入力したキーを割り当てます。
* 割り当て可能なキーの組み合わせには制限があります。
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パフォーマンス

感度 
DPIスイッチボタン用の設定で、設定した2つの解像度へ瞬時に切り替えることができ
ます。

アングルスナップ
マウスの軌道を直線方向に補正する直線補正の強度を設定することができます。

加速/減速
マウスの移動距離に応じてポインタの速度を加速・減速する加速度を設定することが
できます。
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ポーリングレート (応答時間)
マウスのポーリングレートを設定することができます。

ボタン感度
マウスのボタン応答速度を設定することができます。

LEDライト

発光パターン

設定する場所を選択

既定値を読み込む

設定を保存

輝度設定
カラー設定

有線モード
無線モード
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キャリブレーション（較正）

既定値を読み込む

設定を保存

表面識別較正の有効/無効

リフトオブディスタンスの調整

プリセットを使用する
1. 「プリセット」を選択し、一覧からマウスパッドや机などの表面のタイプを選択します。
2. 「保存」をクリックし設定を保存します。

手動キャリブレーション
1. 「手動キャリブレーション」を選択し、「開始」を クリックします。
2. 画面上のマウスカーソルが動くまでマウスを動かし続けます。

正確にキャリブレーションを実施するために、マウスは広範囲を移動させてください。

3. キャリブレーションが完了するとメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。
4. 「保存」をクリックし設定を保存します。
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省電力設定 
ワイヤレスモード使用時の節電オプションを設定することができます。

スリープモードに移行する 
までの時間

LEDを点滅させる 
バッテリー残量

既定値を読み込む 設定を保存
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