
マッドキャッツ、iPhone、iPad向けゲームパッド
「C.T.R.L.i」に新カラー4色を追加

Apple社MFi（Made For iPod / iPhone / iPad）認定製品
標準型よりも多彩な操作が可能な拡張型タイプ
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マッドキャッツ ニュースリリース　#2015031901

C.T.R.L.i は、Apple社の MFi ロゴライセンスを取得した拡張型ゲームパッドで、標準型と比較
して、左右のアナログスティックやショルダーボタンにおいて、より多彩な操作ができます。

C.T.R.L.i を使用することにより、操作する際に指で画面を隠してしまうことなく、テレビゲーム
機などで慣れ親しんだ操作感でiOS用ゲームを楽しむことができるようになります。また、左右
スティックはもちろん、各ボタンや方向パッド、トリガなどは256段階の入力の強さを感知でき
るアナログ方式の入力なので、スクリーンにタッチして操作する場合と比較して、より高い精度
での操作が可能になります。

C.T.R.L.i は、Bluetoothワイヤレス技術を使用し iPhoneやiPadなどの iOSデバイスに接続し、
単4形乾電池2本を使用します。また、C.T.R.L.i には全てのiPhone、iPhone 6 Plusを装着でき
るトラベルクリップが付属し、ポータブルゲーム機感覚でiPhone用ゲームを楽しむことも可能
です。

同ゲームパッド対応アプリは、マッドキャッツのWebサイトで公開しています。

なお、2014年11月28日より販売しているC.T.R.L.i ブラック（型番: MC-CTRLI-BK）は、
今後も販売を継続します。

ホワイト
型番: MC-CTRLI-WH

ゲーム用周辺機器における世界大手メーカー米Mad Catz Interactive, Inc. の日本法人、
マッドキャッツ株式会社（所在地: 東京都世田谷区、代表取締役社長: 松浦 武敏）は、 
iPhone や iPadなど Apple 社の iOSデバイスに対応したゲームパッド 「C.T.R.L.i 
Mobile Gamepad (iPhone/iPad)」（コントロール アイ モバイル ゲームパッド、
以下 C.T.R.L.i ）の新カラーモデル4種類（ホワイト/レッド/ブルー/オレンジ）を、税抜
希望小売価格5,980円（税込6,458円）で2015年3月20日（金）に発売します。
C.T.R.L.i は、iPhone 6 Plusを含めた iPhone 5以降の iPhoneすべて、第4世代以降の
iPad、iPad Air（全機種）、iPad mini（全機種）、第5世代以降のiPod touchに対応します。

ブルー
型番: MC-CTRLI-BL

オレンジ
型番: MC-CTRLI-OR

レッド
型番: MC-CTRLI-RD



＜製品概要＞

マッドキャッツについて
Mad Catz Interactive, Inc. (NYSE MKT: MCZ) は、Mad Catz(ゲーム)、TRITTON(オーディオ)、 Saitek (シミュレータ)
の各ブランドを中心に、革新的でインタラクティブなエンターテインメント製品の数々を全世界に供給しています。これらに
加えて、マッドキャッツは、ThunderHawk Studiosと呼ばれる内部のスタジオで開発されるフライトシミュレーションソフ
トウェア、Mad Catz ブランドにて発売されるゲーム、並びにサードパーティーに提供するゲームやビデオゲーム製品の販売
等、多くのビジネスを手掛けています。マッドキャッツは、北米、ヨーロッパ、アジアの各地域に拠点を持ち、主要な販売店に
てインタラクティブなエンターテインメント商品を販売しています。その他の情報につきましては、 www.madcatz.com をご覧
ください。マッドキャッツ株式会社は、Mad Catz Interactive, Inc.の日本法人です。www.madcatz.co.jp

報道関係者からのお問い合わせ先：
マッドキャッツ プロダクトマーケティング マネージャー 寺沢
Tel：03-6313-2289 / Email: jpmedia@madcatz.com

一般の方のお問い合わせ先：
マッドキャッツ カスタマーセンター
Tel: 0570-00-2289 / Email: jpsupport@madcatz.com
（月曜 - 金曜、午前10時 - 正午、午後1時 – 午後5時、土日祝日会社休業日を除く）

ソーシャルメディア
マッドキャッツWebサイト: www.madcatz.co.jp/
公式ツイッター: http://twitter.com/MadCatzJP/
公式フェイスブック: www.facebook.com/madcatz.japan/
本社YouTubeアカウント: www.youtube.com/madcatzcompany

* マッドキャッツ、Mad Catz、および、Mad Catzロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。
* 本リリースに掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。
*「Made for iPod/iPhone/iPad」とは、iPhone、iPad、およびiPodモデル専用に接続するよう設計され、
   Apple社が定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示しています。
* Apple社は、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
* Apple、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、MFi、MFiのロゴは、Apple Inc.の商標です。
* iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。
* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

製品名 英語
C.T.R.L.i Mobile Gamepad 

White (iPhone/iPad)
C.T.R.L.i Mobile Gamepad 　 

Red (iPhone/iPad)
C.T.R.L.i Mobile Gamepad 

Blue (iPhone/iPad)
C.T.R.L.i Mobile Gamepad 

Orange (iPhone/iPad)

製品名 日本語
コントロール i モバイル ゲーム
パッド ホワイト (iPhone/iPad)

コントロール i モバイル ゲーム
パッドレッド(iPhone/iPad)

コントロール i モバイル ゲーム
パッド ブルー (iPhone/iPad)

コントロール i モバイル ゲーム
パッド オレンジ (iPhone/iPad)

型番 MC-CTRLI-WH MC-CTRLI-RD MC-CTRLI-BL MC-CTRLI-OR

JAN コード 4580398814725 4580398814756　 4580398814732 4580398814749

希望小売価格（税込） 6,458

希望小売価格（税抜） 5,980

発売予定日 2015年3月20日（金）

保証期間 ６ヶ月間

色 ホワイト レッド ブルー オレンジ

本体サイズ（W x D x H） mm 155 x 110 x  60

本体重量 g 275（電池含む）

対応機種
iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5S/iPhone 5C/iPhone 5/

iPad Air 2/iPad Air/iPad mini 3/iPad mini2/iPad mini/iPad （第4世代）/iPod touch （第5世代）

必要システム Bluetooth ワイヤレス機能、OS: iOS（7以降）

接続I/F Bluetooth

電源 単四形乾電池2本

連続使用時間 最大30時間

ワイヤレス操作距離 10m

入出力機能
8 ビットアナログ入力対応ボタン及びスティック （Aボタン・Bボタン・Xボタン・Yボタン

・方向パッド・左スティック・右スティック・L1ショルダーボタン・R1ショルダーボタン・L2トリガ・R2トリガ）
・電源ボタン・一時停止ボタン・ペアリングボタン

特殊機能 LEDインジケータ、最大4台までのマルチプレイヤーゲームに対応

備考

付属のトラベル クリップでは幅58.6mmから80.5mmまでのiPhone/iPod touchを固定できます。（iPhone6 Plusも可）
ユーティリティアプリ「C.T.R.L.i」により入力信号、電池残量の確認、ファームウェアのアップデートが可能です。

同アプリはiTunes Storeより無料ダウンロードできます。
本体のMicro-USB端子をパソコンのUSB端子に接続することでファームウェアのアップデートが可能です。GameSmart対応機種

付属品 トラベル クリップ、単四形乾電池（2本）、取扱説明書（英語）

パッケージサイズ （W x D x H） mm 185 x 90 x 180

パッケージ重量 g 540

http://www.madcatz.com/
http://www.madcatz.co.jp/

