
Xbox 360® ワイヤレス ヘッドセット 
(Bluetooth® 対応)

Xbox 360 ワイヤレス ヘッドセット (Bluetooth 対応) 
(以下、本製品) をお買い上げいただきありがとうござ
います。
はじめに、この取扱説明書と Xbox 360 本体の取扱
説明書をよくお読みください。特に Xbox 360 本体
の取扱説明書にある「安全および健康のためのご注
意」のページは必ずご覧ください。小さいお子様がご
使用になる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を
よくお読みの上、安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に
大切に保管してください。

本製品は Xbox 360 および通話をサポートする Bluetooth 対応機器で使用可能です。

本製品は小型のデザインで、Xbox 360 本体への接続がワイヤレスで簡単にできます。ゲーム
中でのボイス チャットやボイス コマンド機能をサポートするゲームでご使用できるほか、ゲーム
をしていないときでも、ボイス チャットやボイス メッセージを楽しむことができます。また、
通話をサポートする Bluetooth 対応機器でご使用の場合は、Xbox モードから Bluetooth 
モードへ切り替えて、着信を受けることができます。
※ Xbox 360 本体にヘッドセットを接続して使用するには、Xbox LIVE® のメンバー登録 

(無料) が必要です。Xbox LIVE について詳しくは、マイクロソフトの Web サイト 
(http://www.xbox.com/support/) をご参照ください。

【主な特徴】
• Xbox LIVE でクリアな音声での会話を実現
• Xbox 360 対応の 2.4 GHz 高性能ワイヤレス テクノロジーを使用して、Xbox 360 

本体と最大 10 m の距離から操作可能
• 内蔵のリチャージブル バッテリーは、フル充電後最長 8 時間の連続使用が可能
• 交換可能な 3 つのサイズのイヤーピースが付属
• 4 つの Xbox 360 ワイヤレス ヘッドセットと 4 つの Xbox 360 ワイヤレス コントロー

ラーが、同時に使用可能
• Bluetooth 3.0 に対応し、HSP、HFP および A2DP のプロファイルをサポートした

機器で使用可能
• 1 年間の製品保証つき

【内容物】 
• Xbox 360 ワイヤレス ヘッドセット (Bluetooth 対応)  　1
• USB チャージ ケーブル    　1
• イヤーピース (S、M、L）    各1
• イヤーループ     　1
• 取扱説明書     　1

各部の名称

安全および健康のためのご注意
お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの

「安全および健康のためのご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

!  警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、
人身事故の原因となる可能性があります。

!  注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり
周辺の家財に損害を与える可能性があります。

!  警告
・ 大音量で本製品を使用すると、一時的または継続的に聴力が低下することがあります。

また、指定外のヘッドセットは、本製品より大きな音量になることがあります。
・ 本製品には、形状が小型な部品が含まれております。3 歳以下のお子様がこれらの

部品を口にすると飲み込んでのどに詰まらせる危険性があるため、お子様の手の届か
ない場所に保管してください。

!  注意
・ 本製品の破損を防ぐため、本製品の上に座ったり、踏んだり、重いものを乗せたりし

ないでください。
・ 長期間使用しないときや雷が鳴っているときは、チャージ ケーブルを本製品や Xbox 

360 本体のコントローラー端子から抜いてください。

バッテリーに関するご注意
本製品には、充電式のバッテリーが内蔵されています。本製品を誤って使用すると、バッテリー
の液漏れ、過熱、または爆発の原因になります。バッテリーから漏れた電解液には腐食性が
あり、場合によっては有毒です。皮膚に付着したり、目に入ったりすると痛みを感じることが
あり、飲み込むと危険です。安全にお使いいただくために、次のことをお守りください。
・ 本製品を充電するときは、付属のチャージ ケーブルのみをご使用ください。
・ 本製品は、充電中やチャージ ケーブルを接続した状態では、装着しないでください。
・ 本製品やチャージ ケーブルはお子様の手の届かないところに保管してください。
・ 本製品やチャージ ケーブルを分解、改造、加熱したり、穴を開けたり、切断したり、濡ら

したり、火の中に投棄したりしないでください。
・ 本製品から電解液が漏れた場合は、液が皮膚や衣服に付着しないように注意してください。

漏れた液が皮膚または衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
・ 本製品が不要になったら、お住まいの自治体の規則に従って、リサイクルまたは処分してく

ださい。

!  注意 : 航空機への干渉
本製品を航空機に持ち込む前、または手荷物を預ける前に、ワイヤレス機能をオフにし
てください。ワイヤレス機能がオンになっている場合、携帯電話と同様に無線周波 (RF) 
エネルギーを発することがあります。

!  注意
無線通信機能を使うときは、心臓ペースメーカーの装着部から 20 cm 以上離す
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明を受けており、家庭および
オフィス環境での使用を目的としています。
この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

※ 本製品は一般消費者向けの製品であり、動作温度は 5℃ から 35℃ です。

バッテリーを充電する
本製品をセットアップしてご使用になる前に、バッテリー
の充電が必要です。

1 USB チャージ ケーブルの片方を Xbox 360 本体の 
USB ポートに接続します。

2 チャージ ケーブルのもう片方を本製品の充電端子に接続
します。

3 Xbox 360 本体の電源を入れます。
Xbox モードで充電中は本製品のライトが緑色に点滅
し、Bluetooth モードで充電中は青色に点滅します。充
電が終わるとライトが点灯したままの状態になります。

! 注意 
• バッテリーの充電時間は通常 2 時間です。
• 充電をする際は、バッテリーの残量を使い切ってから充電してください。
• 本製品が Xbox 360 本体とワイヤレス接続されている際にチャージ ケーブルを使用

すると、ワイヤレス接続は解除されます。
• チャージ ケーブルで充電している間、本製品を使用することはできません。
• 本製品をしばらく使用しなかった場合、放電してバッテリーの残量が減ってしまう場合

があります。 その場合は、もう一度チャージ ケーブルで充電してください。
• 充電中にヘッドセット本体が暖かくなる場合があります。

ワイヤレス ヘッドセットを Xbox モードでセットアップする
本製品は、Xbox モードまたは、Bluetooth モードのいずれかでご使用できます。Xbox 
モードで使用する方法を以下に説明します。Bluetooth モードで使用する方法については、
次項の「ワイヤレス ヘッドセットを Bluetooth モードでセットアップする」を参照してくだ
さい。

ワイヤレス ヘッドセットを Xbox 360 本体へ認識させる
Xbox 360 本体に本製品を認識させて使用するには、本製品を Xbox 360 本体にワイヤレス
接続しておく必要があります。本製品と Xbox 360 本体の接続操作を一度行えば、次回から、
Xbox モードで本製品に電源を入れる、または Bluetooth モードから Xbox モードに切り
替えると自動的に Xbox 360 本体に接続するようになります。

■ ワイヤレス ヘッドセットを Xbox 360 本体にワイヤレス接続する
1 Xbox 360 本体の電源を入れます。

2 本製品のモード スイッチを外側にスライドさせ Xbox モードにして、電源ボタンを押し電源
を入れます。

3 本製品よりスタートアップ音がしたら、本製品の接続ボタンを 2 秒間押したままにします。

4 本製品の接続ボタンを押してから 20 秒以内に、Xbox 360 本体の接続ボタンを押して
ください。

 本製品が Xbox 360 本体に認識されると、リング ライトが 3 回点滅します。これで 
Xbox 360 本体にヘッドセットが認識され、リング ライトのクアドラントのうちの 1 つが
緑色に点灯します。

 もし、ご使用中のコントローラーがクアドラント 1 に割り当てられている場合、本製品も
クアドラント 1 に割り当てられます。また、他のワイヤレス ヘッドセットがすでにクアドラ
ント 1 に割り当てられている場合、新しいワイヤレス ヘッドセットは他の空いているクア
ドラントに割り当てられます。

5 異なるクアドラントに割り当てられているコントローラーに新しいワイヤレス ヘッドセット
を関連付けたい場合は、そのクアドラントにワイヤレス ヘッドセットが割り当てられるま
で、ワイヤレス ヘッドセットの電源ボタンまたは接続ボタンを繰り返し押してください。

 クアドラント 1 に割り当てられたワイヤレス ヘッドセットをクアドラント 3 に割り当てた
い場合は、電源ボタン (接続ボタン) を 2 回押します。

 20 秒以内に認識操作が完了しなかった場合には、ライトがゆっくり点滅します。

!  注意 
• 初めて本製品を使用する場合は、Xbox LIVE に接続する必要があります。Xbox LIVE 

に接続して Xbox 360 本体のシステムを更新しておく必要があります。Xbox LIVE に
ついての詳細は、http://www.xbox.com/live/ をご覧ください。

• 1 台の Xbox 360 本体で、同時に最大 4 つのワイヤレス ヘッドセットを使用するこ
とができます。各ワイヤレス ヘッドセットは Xbox 360 本体に認識されると、それ
ぞれのクアドラントに割り当てられます。

• 本製品を Xbox 360 本体へ認識させる前に、4 つあるクアドラントの少なくとも
ひとつは、コントローラーやヘッドセットが接続されていない状態であることが必要
です。ワイヤレス コントローラーの接続を解除するには、Xbox ガイド ボタンを 
3 秒間押し続け、メニューから［コントローラーの電源を切る］を選んで、ワイヤレス 
コントローラーの電源を切ってください。有線式のコントローラーの接続を解除する
場合は、コントローラー コネクターを Xbox 360 本体のコントローラー端子から
抜いてください。

• 複数のコントローラーとワイヤレス ヘッドセットを接続するときは、初めにワイヤレス 
ヘッドセットを Xbox 360 本体へ認識させてください。ワイヤレス ヘッドセットを
認識させた後、コントローラーを接続するようにしてください。

• 本製品を使用するときに、必ずしもコントローラーは必要ではありません。コント
ローラーを使用していないとき、接続しているワイヤレス ヘッドセットにクアドラント
が 1 つ割り当てられます。

• Xbox 360 ヘッドセット (有線) はワイヤレス ヘッドセットに優先して認識されます。
すでにヘッドセット (有線) が接続されたコントローラーには、ワイヤレス ヘッドセット
を認識させることはできません。ヘッドセット (有線) の代わりにワイヤレス ヘッド
セットを使用するときは、ヘッドセット (有線) をコントローラーから取り外し、その
後にワイヤレス ヘッドセットを認識させてください。

• Xbox 360 本体の電源を切っても、本製品は自動で電源は切れません。本製品の
電源を切るには、本製品本体の電源ボタンを長押ししてください。

• 本製品が一度に接続できるのは Xbox 360 本体 1 台のみです。他の Xbox 360 
本体に接続することはできますが、前回別の Xbox 360 本体で接続した設定内容は
失われます。

• 本製品は Xbox 360 本体から最大 10 m の範囲で使用することができます。ただし、
障害物が間にある場合、認識できる範囲は狭くなります。

• 内蔵のリチウムポリマー電池を取り替えることはできません。

ワイヤレス ヘッドセットを装着する
本製品を使用しプレイしたりチャットする前に、イヤーピースを本製品に装着して、耳に心地
よくフィットするか確認してください。3 種類のイヤーピースが本製品に付属しています。
イヤーピースを取り付ける前にヘッドセットの電源が切れているか確認してください。

ワイヤレス ヘッドセットを装着する
1 本製品のスピーカーを自分の方へ向けて片手で持ちます。
2 もう片方の手でイヤーループを持ち、スピーカーの底にはめ込みます。

イヤーループは左右どちらでも使えます。本製品は右耳でも左耳でも装着できます。
3 イヤーピースをスピーカーにかぶせ、イヤーピースを静かにはめます。
4 イヤーピースが耳に心地よくフィットする位置になるように調整しながら、本製品を装着し

てください。
付け心地が良くない場合は、本製品を外して別のイヤーピースを試してください。

5 装着できたら、本製品をいったん外し、電源を入れてください。

6 本製品を再び装着し、音量ボタンで音量を調節しながら、プレイを始めましょう。
マイクを正しく機能させるには、図に示すような向きに本製品が向いているかどうか確認し
てください。

ワイヤレス ヘッドセットを使用する
本製品が Xbox 360 本体にすでに認識されていることを確認してから、使用方法について
以下の説明をご参照ください。Xbox モードで本製品を使用する場合、Xbox 360 本体の
電源が入っていることを確認してください。
• 本製品の電源を入れます。

Xbox 360 本体のクアドラントのうちの 1 つにヘッドセットが認識され、インジケーター
が緑色に点灯します。

• 本製品の電源を切るには、電源ボタンを長押しします。
• 音量調節するには、音量ボタンを押します。
• マイクを消音にするには、アクション ボタンを短く押します。消音を解除するには、再度

アクション ボタンを短く押します。
Xbox モードの場合のみ消音の設定ができます。
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バッテリー残量の警告について
バッテリーの残量が少なくなったときは、警告のアラームが鳴ります。バッテリーの残量が
約 30 分と、約 5 分のときです。
残量が約 30 分のとき、1 分ごとにライトが 2 回点滅し、残量が 5 分になるまで点滅し続け
ます。残量が約 5 分になると、本製品の電源が切れるまでライトが点滅し続けます。

モードの切り替えについて
本製品に電源を入れた後、使用するモードを切り替えることができます。通話をサポートする 
Bluetooth 対応機器をすでにご使用の場合、本製品で外部着信を受けるためには、Xbox 
モードから Bluetooth モードへ切り替えてください。まず初めに、本製品と Bluetooth 
対応機器とをペアリングする必要があります。

モードを切り替える
1 本製品で、切り替えたいモードにスイッチを合わせます。
2 外 部 着 信 を 受 けるため に Xbox モ ード から Bluetooth モ ード に切り替 える 場 合、

Bluetooth モードに切り替えた後は、本製品で自動的に着信を受けることができます。
Bluetooth モードから Xbox モードに切り替える (元に戻す) 場合、切り替え前に Xbox 
モードで設定した状態のまま使用できます。

ワイヤレス ヘッドセットを Bluetooth モードでセットアップする
Bluetooth 機能で本製品を使用するには、本製品と HSP、HFP および A2DP のプロファ
イルをサポートした Bluetooth 対応機器をワイヤレス接続 (ペアリング) させる必要があり
ます。ヘッドセットは最大 8 つの Bluetooth 対応機器とペアリングすることができます。

ワイヤレス ヘッドセットと Bluetooth 対応機器をペアリングする
本製品と Bluetooth 対応機器をペアリングする場合、該当する
機器に付属する取扱説明書でペアリング方法について確認してく
ださい。
Bluetooth モードで本製品の電源を入れたり、Xbox モードか
ら Bluetooth モードに切り替えた場合には、自動的に前回接続
済みの Bluetooth 対応機器に接続を試みます。本製品は、同時
に 2 つの Bluetooth 対応機器との接続が可能です。

■ ワイヤレス ヘッドセットと Bluetooth 対応機器をペアリングする方法
1 本製品とペアリングしたい Bluetooth 対応機器に電源を入れます。
2 本製品で、モード スイッチを内側にスライドさせて Bluetooth モードにして電源を入れます。
3 本製品で接続ボタンを押します。

本製品が Bluetooth 対応機器の探索モードになると、青色のライトが点滅します。
4 該当する機器に付属する取扱説明書でペアリング方法についての説明に従って操作してく

ださい。
ご使用の Bluetooth 対応機器によっては、ペアリングするワイヤレス ヘッドセットの
セキュリティ PIN ナンバーを要求することがあります。その場合、「0000」(ゼロを 4 つ) 
と入力してください。
本製品と Bluetooth 対応機器が正常にペアリングされると、青色のライトが 3 回点滅します。

別の Bluetooth 対応機器をペアリングする場合は、上記の手順 1 から 4 を繰り返してくだ
さい。

ワイヤレス ヘッドセットを Bluetooth モードで使用する
通話機能をサポートする Bluetooth 対応機器を使用する場合、アクション ボタンを使用
すれば、電話の発信、着信、拒否ができます。まず初めに、ヘッドセットと Bluetooth 対応
機器とをペアリングします。着信があると、本製品は応答、拒否するまで青色のライトが
点滅します。また、着信音が鳴ります。

■ 電話を発信する
1 アクション ボタンを 2 秒間押します。
2 Bluetooth ボイス コマンドを使用して電話を発信します。 Bluetooth ボイス コマンドの

使用について詳しくは、ご使用の Bluetooth 対応機器の取扱説明書を参照してください。

■ 着信に応答する
アクション ボタンを押してください。

■ Xbox モードの時に着信に応答する
スイッチを Bluetooth モードに切り替えると、自動的に応答します。

■ 通話を終了する
アクション ボタンを押してください。

■ 着信を拒否する
アクション ボタンを 2 秒間押します。

■ 通話中に別の着信に応答する
アクション ボタンを押すと、現在の通話は保留になり、別の着信に応答します。

■ 通話が保留中の場合
1 アクション ボタン押して、現在の通話を終了してください。
2 アクション ボタンを 2 秒間押して、保留を解除してください。

お手入れについて
お手入れには、乾いた布または軽く湿らせた布を使用してください。洗剤を使用すると、本製
品が変質したり、変色したり、損傷したりする恐れがあります。

困ったときは
問題が発生した場合は、以下に示す解決策を試してください。

ワイヤレス ヘッドセットが動作しない
･ 本製品が Xbox 360 本体に認識されているか確認してください。
･ Xbox 360 本体が Xbox LIVE に接続されているか確認してください。初めてワイヤレス 

ヘッドセットを使用するときは、Xbox LIVE に接続している必要があります。Xbox LIVE 
についての詳細は http://www.xbox.com/live/ をご覧ください。

･ 本製品を Xbox 360 本体に近づけてください。
･ バッテリーの残量を確認してください。バッテリーの残量は Xbox ガイドに表示されます。
･ ファイルキャビネット、鏡、冷蔵庫のほか、大きな金属の物体を Xbox 360 本体および

本製品から少なくとも 1 m 離してください。
･ 金属製の装飾品などが Xbox 360 本体や本製品に取り付けてあると、ワイヤレスのパフォー

マンスに影響することがあります。装飾品を取り除いて、もう一度試してください。
･ Xbox 360 本体の正面が本製品の方向に向いていることを確認してください。
･ コードレス電話 (2.4 GHz)、ワイヤレス LAN、ワイヤレス ビデオ送信機、電子レンジ、

一部の携帯電話、他の Bluetooth 対応機器は、ワイヤレス コントローラーの動作に影響
することがあります。これらの電源を切るか、プラグを抜いてから、接続を試してください。

･ すでに 4 つのコントローラーが Xbox 360 本体と接続されている場合は、本製品を認識
させる前に、接続をひとつ解除する必要があります。ワイヤレス コントローラーの接続を
解除するには、Xbox ガイド ボタンを 3 秒押し、メニューからワイヤレス コントローラー
の電源を切ってください。有線式のコントローラーの接続を解除する場合は、コントロー
ラー コネクターを Xbox 360 本体から抜いてください。それでもうまくいかない場合は、
本製品の電源ボタンを 2 秒以上押して初期化し、Xbox 360 本体の電源を切ってから、
もう一度「ワイヤレス ヘッドセットを Xbox 360 本体へ認識させる」に示す手順を繰り返
してください。

音が出ない
･ 本製品が Xbox 360 本体に認識されているか確認してください。
･ 音量ボタンで音量が上がっていることを確認してください。

相手に声が伝わらない (Xbox モード)
･ 本製品が Xbox 360 本体に認識されているか確認してください。
･ マイクが消音になっていないことを確認してください (アクション ボタンを短く押すと、マイク

の消音または消音解除ができます)。
･ Xbox ガイドから [プレイ環境設定] – [ボイスの設定] の順に進んで、[ボイス音量] が適切

に設定されているか確認してください。
･ ゲームの取扱説明書で、話すときにボタンを押す必要があるかどうかを確認してください。

相手に声が伝わらない (Bluetooth モード)
･ 本製品のモードが Bluetooth モードに切り替わっているかを確認してください。
･ マイクが前方に向いているかどうか確認してください。

エコーやノイズが聞こえる
イヤーピースから漏れる音などのノイズをマイクが拾うことがあります。一緒に遊んでいるプレ
イヤーにこの症状が起きると、イヤーピースを通して自分自身の声が返ってきます。このよう
なエコーやノイズの症状が現れたときは、各プレイヤーが以下のことを試してください。
･ テレビやステレオ システムの音量を下げる。
･ 音量ボタンでワイヤレス ヘッドセットの音量を下げる。

チャットができない
･ 本製品が Xbox 360 本体に認識されているか確認してください。
･ 本製品が消音になっていないか確認してください（本製品の電源ボタンを短く押すことで、

消音または消音解除ができます）。
･ Xbox 360 ダッシュボードのプロフィール画面から [オンラインの安心設定] に進んで、

コミュニケーションの [音声と文字] が制限されていないことを確認してください。

バッテリーの充電ができない
本製品のインジケーターの初めの 2 つが順番に点灯している場合、本製品の温度が高すぎ
たり低すぎたりしている可能性があります。本製品をチャージ ケーブルにつなげたまま、適切
な室温になるまでしばらくそのままにしておいてください。本製品が室温になっても充電が
正しく行われない場合は、Xbox カスタマーサポートまでお問い合わせください。

!  警告
使用できないなど、不具合が生じた場合でも、Xbox 360 本体、AC アダプター、アク
セサリーなどを分解、補修、改造することは絶対にしないでください。感電や火災によ
る死亡や大けがの原因となります。また、これらの造作行為を行った場合、保証は無効
となります。

保証規定
保証書は、以下の保証規定に基づき無償での代品送付による交換を行うことをお約束するも
のです。以下の保証規定を良くお読みください。保証期間内に故障が発生した場合は、
Xbox カスタマー サポートにご連絡ください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管
してください。
■ 保証期間はパッケージ裏面に記入されたご購入日より 1 年間です。
■ 保証期間中に、本取扱説明書に基づいた正常な使用状況下で故障した場合には、無償で

の代品送付による対応とさせていただきます。
■ 次の場合は保証期間内でも保証は無効となり、有償での代品送付による対応とさせてい

ただきます。
① 保証書のご提示がない場合。
② 保証書に記入漏れがある場合、またはご購入日、販売店名などが書き換えられた場合。
③ 落下、液体や異物の混入など使用上の誤りによって故障した場合。
④ 当社以外で修理した場合。
⑤ 火災またはその他の不可抗力、天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障の場合。
⑥ 一般家庭外 (例えば業務用) での使用による故障の場合。

■ 分解および改造などを行った場合、保証は無効となり、有償での代品送付による対応も
お受け致しかねます。

■ 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

■ 本書における保証の範囲は、本製品の交換を最大の限度とします。本製品の使用上で
生じた直接または間接の損害については、一切の責任を負いかねます。

お問い合わせ先
日本マイクロソフト株式会社 
Xbox® カスタマー サポート 0120-220-340
受付時間 10:00 ～ 18:00 (日、祝日を除く)
詳しくは次の URL をご覧ください。http://www.xbox.com/support/
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