
Xbox 360® ワイヤレス コントローラー
Xbox 360 ワイヤレス コントローラー（以下ワイ
ヤレス コントローラー）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。とくに Xbox 
360 本体の取扱説明書にある「安全のために」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。
ワイヤレス コントローラーは、Xbox 360 専用です。

　 !  乾電池についてのご注意

注意
乾電池を誤って使用すると、液漏れ、発熱、または破裂の原因になります。乾電池
から漏れた液は腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする
恐れがあり、また漏れた液を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。

・乾電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。
・乾電池を分解、改造、加熱しないでください。
・バッテリー ケースを本製品に装着しない場合は、バッテリー ケースに乾電池を

入れたままにしないでください。装着していないバッテリー ケースがキーホルダー
や硬貨などの金属に触れると、乾電池がショートすることがあります。

取り付け
・単 3 アルカリ乾電池（LR6）、または Xbox 360 リチャージブル バッテリー 

パック (別売り) を使用してください。
・種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
・すべて新しい乾電池を使用してください。新旧の乾電池を混ぜて使用しないで

ください。
・乾電池はプラス（+）とマイナス（−）の向きを正しくセットしてください。

取り外し
・長期間ワイヤレス コントローラーを使用せず保管する場合は、乾電池を取り

外してください。
・古くなった乾電池、弱くなった乾電池、切れた乾電池はすぐに取り出してくだ

さい。

乾電池が液漏れした場合
乾電池から漏れた電解液には腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた
液でやけどする恐れがあり、また液を飲み込むと危険です。乾電池から液が漏れた
場合は、次の指示に従ってください。

・漏れた液が皮膚や衣服に触れないように注意して、すぐにすべての乾電池を取り
出してください。

・乾電池から漏れた液が皮膚または衣服についた場合は、すぐに水で洗い流してく
ださい。

・新しい乾電池を入れる場合は、湿らせたペーパータオルでワイヤレス コント
ローラーをしっかり拭くか、乾電池メーカーのクリーニング方法に従ってください。

処分
・電池を火の中に投棄しないでください。
・使用済みの乾電池は、乾電池メーカーの指示、およびお住まいの自治体の規則に

従って処分してください。

  !  航空機への干渉
ワイヤレス コントローラーを航空機に持ち込む前、または手荷物を預ける前に、乾電池
をすべて取り外してください。ワイヤレス コントローラーは、乾電池を装着している
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。

各部の名称

準備（1）乾電池を入れる
バッテリー ケースの上部にあるつまみを押しながら引き出して
ワイヤレス コントローラーから取りはずします。
新しい単 3 アルカリ乾電池（LR6）2 個を、バッテリー ケース
の下面に記されているプラス (+) とマイナス (−) の向きに従って
入れます。バッテリー ケースをワイヤレス コントローラーの
元の位置にしっかりと押し入れます。
Xbox 360 リチャージブル バッテリー パック (別売り) を使用
する場合は、付属の取扱説明書をご覧ください。

準備（2）ワイヤレス コントローラーを Xbox 360 本体に認識
させて接続する

以下の操作は一度行えば、次回からは必要ありません。電源を切っても記憶されています。

1 Xbox ガイド ボタンを
1 秒以上押してワイヤレス 
コントローラーの電源を
入れます。

2 Xbox 360 本体の
電源を入れます。

3 Xbox 360 本体の接続
ボタンを押します。

4 ワイヤレス コント
ローラーの接続ボタ
ンを押します。

5 ワイヤレス コントローラーと Xbox 360 本体のリング ライトが一度
回転して光ると、ワイヤレス コントローラーが認識されます。点灯した
ままのクアドラント (リング ライトの一部) はワイヤレス コントロー
ラーの番号（1〜4）を示します。

別の Xbox 360 本体でワイヤレス コントローラーを使用する場合は、ワイヤレス コント
ローラーをその Xbox 360 本体に認識させる必要があります。再び元の Xbox 360 
本体で使用するときにも、再認識させる必要があります。電源を切ったり電池を抜いても、
再認識させる必要はありません。

Xbox 360 ワイヤレス コントローラーを使用する
Xbox ガイド ボタン
ワイヤレス コントローラーの中央に Xbox ガイド ボタンと呼ばれるボタンがあります。
このボタンを押すことで Xbox 360 本体の電源を入れることができます。また、すでに 
Xbox 360 本体の電源が入っている場合は Xbox ガイドが表示されます。Xbox ガイド 
ボタンの詳細については、Xbox 360 本体の取扱説明書をご覧ください。

リング ライト
Xbox ガイドボタンは、リング ライトで囲まれており、リング ライトは 4 つのクアド
ラントで構成されています。ワイヤレス コントローラーを Xbox 360 本体に認識させ
ると、4 つのクアドラントのいずれか 1 つが点灯します。

Xbox 360 本体の電源を入れる
Xbox 360 本体の電源を入れるには、ワイヤレス コントローラーの START ボタン
または Xbox ガイド ボタンを1 秒以上押します。

ゲームでワイヤレス コントローラーを使用する
ゲームでワイヤレス コントローラーを使用する場合は、ゲームの取扱説明書をご覧くだ
さい。

拡張端子を使用する
拡張端子に、Xbox 360 ヘッドセット（別売り）などのアクセサリーを接続できます。
詳細は各アクセサリーの取扱説明書をご覧ください。

!  警告
大音量でヘッドセットを使用すると、一時的または継続的に聴力が低下することが
あります。指定外のヘッドセットは、Xbox 360 指定ヘッドセットより大きな音量に
なることがあります。.

充電端子を使用する
ワイヤレス コントローラーには、充電端子があります。この充電端子は、Xbox 360 
プレイ & チャージ キット（別売り）専用です。

ワイヤレス コントローラーの電源を切る
Xbox 360 本体の電源を切ると、自動的にワイヤレス コントローラーの電源は切れます。
ワイヤレス コントローラーを一定時間操作せずに放置すると、自動的に電源が切れます。

トラブルシューティング
問題が発生した場合は、以下の解決策を試してください。

接続時にリング ライトの回転が 15 秒以上続く
• ワイヤレス コントローラーを Xbox 360 本体に近づけてください。
• 乾電池の残量を確認してください。乾電池の残量は 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

およびワイヤレス コントローラーから少なくとも 1 メートル離してください。
• Xbox 360 本体の正面がワイヤレス コントローラー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、Bluetooth ヘッドセットは、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。

それでもうまくいかない場合は、ワイヤレス コントローラーからバッテリー ケースを
外してもう一度入れ、「ワイヤレス コントローラーを Xbox 360 本体に認識させて接続
する」に示す手順を繰り返してください。

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、あるいはご購入日、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・改造等を行った場合、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
マイクロソフト株式会社
Xbox カスタマー サポート 0120-220-340
お使いの電話によってはご利用できない場合があります。
詳しくは次の URL をご覧ください。http://www.xbox.com/jp/support/
受付時間　10:00〜18:00 (日、祝日を除く)

このドキュメントに含まれる情報は、URL やその他のインターネット Web サイトの
参照も含めて、通知なしに変更されることがあります。特に断りがない限り、このドキュ
メントで例として示される会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、
人物、場所、およびイベントは架空のものであり、実際の会社、組織、製品、ドメイン名、
電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントとは関係ありません。ユーザー
には、該当するすべての著作権法に従う責任があります。マイクロソフト社の書面による
明示的な許可がある場合を除き、著作権による権利の制限を受けずに、このドキュメント
のいかなる部分も、いかなる形式、いかなる手段 (電子的方法、機械的方法、写真、録音
など)、またいかなる目的でも複製、検索システムへの格納または導入、および転送する
ことはできません。
マイクロソフトは、このドキュメントに含まれる対象に関連して特許、特許出願、商標、
著作権、またはその他の知的所有権を持っている場合があります。マイクロソフトの書面
による使用許諾契約に明示的に示されない限り、このドキュメントの提供によって、
それらの特許、商標、著作権、またはその他の知的所有権に対する使用許諾が与えられる
ことはありません。
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