
Xbox 360™ ユニバーサル メディア リモコン
Xbox 360 ユニバーサル メディア リモコン ( 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。
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。本製品は Xbox 360 専用です。

Xbox 360 本体はもちろんのこと、テレビや Windows® XP 
Media Center Edition 2005（以下、Windows MCE と略し
ます）対応パソコンを Xbox 360 を経由してリモコンで操作で
きます。さらに、Xbox® ガイド ボタンを使えば、映画や音楽、ゲーム 
ライブラリーへ簡単にアクセスできます。

・ Xbox 360 本体の電源を ON/OFF することが可能 
・ 持ちやすく使いやすいエルゴノミクス デザイン 
・ バックライト付きボタンで暗い部屋でも操作可能 
・ 多くのメーカーのテレビに対応。音量、消音、チャンネル変更
が可能 

・ Xbox 360 本体で CD や DVD ビデオを簡単に操作可能 
・ Windows MCE 対応パソコンをXbox 360 を経由して
操作するための専用ボタンを装備 

・ Xbox ダッシュボードに簡単にアクセスできる Xbox ガイド 
ボタンと A、B、X、Y ボタン。
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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。 

取り付け 

・ 単 3 アルカリ乾電池（LR6）のみ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 

・ 本製品を長期間使用せず保管する場合や運搬するときは、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本製品をしっかり
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。 

ユニバーサル メディア リモコンをセットアップする
本製品に乾電池を入れる

1. 本製品裏側にある電池カバーのくぼみを押さえながら下にずらして乾電池カバーを
開けます。 

2. 新しい単三乾電池 (LR6) 2 本を、プラス (+) とマイナス (-) を間違えないように
セットします。性能上、単三充電式電池はお勧めしません。

3. 乾電池カバーを元に戻します。 

本製品を初期設定する
本製品でテレビを操作するには、テレビに合わせて本製品を初期設定する必要があ
ります。本製品を初期設定するには、以下の 2 つの方法があります。 いずれかの方
法で初期設定を行ってください。

初期設定①ー 4 桁のテレビ コードを入力する 

1. まず下の表を参考に、4 桁のテレビ コードを調べます。また、最新のテレビ コード
は http://www.xbox.com/jp/hardware/accessories をご覧ください。  

2. 初期設定モードに移行します。[TV] ボタンと [決定] ボタンを同時に 2 秒以上
押します。[TV] ボタンが赤く点灯、1～12 のボタンが緑色に点灯し、初期設定モード
に移行したことが確認できます。

3. 4 桁のテレビ コードを入力します。 

4. [TV] ボタンを押します。本製品のすべてのボタンが 3 回点滅して初期設定モード
が終了し、自動的に通常モードに戻ります。

メモ: 何も操作せずに 30 秒放置すると初期設定モードは終了し、自動的に通常
モードに戻ります。 

初期設定②ー 手動でスキャンする

1. まず、初期設定モードに移行します。[TV] ボタンと [決定] ボタンを同時に 2 秒
以上押します。[TV] ボタンが赤く点灯、1～12 のボタンが緑色に点灯し、初期
設定モードに移行したことが確認できます。

2. 本製品をテレビに向けて、[CH+] または [CH-] ボタンを 1 回ずつ押して、テレビ
の電源が入る (または切れる) かどうか様子を見ます。テレビの電源が入る (また
は切れる) ことが確認できるまで [CH+] または [CH-] を繰り返し押してください。

3. テレビの電源が入る (または切れる) ことが確認できたら、[TV] ボタンを押し
ます。本製品のすべてのボタンが 3 回点滅して初期設定モードが終了し、自動
的に通常モードに戻ります。

メモ: 何も操作せずに 30 秒放置すると初期設定モードは終了し、自動的に通常
モードに戻ります。 

ユニバーサル メディア リモコンを使用する
ユニバーサル メディア リモコンは、Xbox 360 をまるで TV や DVD プレーヤーを使用
している感覚で操作できます。さらに、ボタンを押すだけで Xbox 360 に接続されて
いる Windows MCE 対応パソコンに簡単にアクセスできます。

注意
本製品は、テレビおよび Xbox 360 本体のみで動作します。本製品で VTR、DVD プレー
ヤー、ハードディスク レコーダー、オーディオ機器などを操作することはできません。

テレビ モードと Xbox モード 
本製品を日常的に使用する際、テレビ モードと Xbox モードの 2 つのモードがあり、
[TV] ボタンで切り替えます。[TV] ボタンを押すたびに [TV] ボタンのバックライト
が赤色と緑色に交互に点灯しますので、今、リモコンがテレビ モードになっている
のか、または Xbox モードになっているのかを簡単に知ることができます。

(1) バックライトが赤色に点灯しているときは「テレビ モード」です。テレビの操作を
することができます。逆に、Xbox 360 の操作は一切できなくなります。テレビ 
モードの際に使用できるボタンは、電源、音量、消音、チャンネル、入力切替
です。それ以外のボタンは機能しません。

(2) バックライトが緑色に点灯しているときは「Xbox モード」です。Xbox 360 の
操作ができます。逆に、テレビの操作は一切できなくなります ( ただし、音量、
消音は操作できます )。

重要
電源ボタンを押すと、テレビ モードではテレビの電源が ON/OFF し、Xbox モード
では Xbox 360 本体の電源が ON/OFF します。電源ボタンを操作する前に、必ず 
[TV] ボタンを押して、モード（バックライトの色が赤または緑）を確認してください。

コントローラーのボタン
ユニバーサル メディア リモコンには、Xbox ガイドボタン、および [A]、[B]、[X]、[Y] 
ボタンがあります。これらのボタンを [OK] と共に使用すると、コントローラーを使って
いるときと同様に、Xbox 360 本体の Xbox ガイドおよび Xbox ダッシュボードを
操作できます。

Windows XP Media Center ボタン
Windows XP Media Center ボタンで、Windows MCE 対応パソコンにアクセス
できます。Xbox 360 本体で Windows MCE 対応パソコンの使用が設定されている
場合は、このボタンを押すと、Xbox ダッシュボードの [メディア ] 領域に移動でき
ます。Xbox 360 本体で Windows MCE 対応パソコンの使用が設定されていない
場合は、このボタンを押すと、Windows XP Media Center セットアップ ウィザード
が起動します。

トラブルシューティング

DVD ビデオ の機能を使用できない 
字幕、複数言語のオーディオ トラック、複数の表示アングル、スローモーション再生
などの Xbox 360 の DVD 再生機能に対応していない DVD ビデオもあります。
対応機能の詳細については、DVD ビデオ製造元の「取扱説明書」をご覧ください。
まれに、DVD ビデオが正常に動作しない場合もあります。これは主に、DVD ビデオ 
ソフトウェアの製造方法またはソフトウェア エンコードの違いによって発生します。

ビデオまたはサウンドが鮮明でないか動作しない 
AV ケーブルが適切に接続されていることを確認してください。セットアップ、オーディオ、
およびビデオのトラブルシューティングについては、Xbox 360 本体の取扱説明書
または AV ケーブルの取扱説明書をご覧ください。

ボタンを使用できない 
乾電池の残量不足の可能性があります。新しい乾電池をリモコンに入れてテストして
ください。

リモコンが動作しないなど、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。

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
フリーダイヤルがご利用いただけない場合は 
03-3570-8261 をご利用ください。
受付時間 10:00～18:00 (弊社休業日、日祝祭日を除く) 
http://www.xbox.com/jp/support/

著作権
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。マイクロソフトの書面
による明示的な許諾がある場合を除き、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財産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財産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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!  乾電池についてのご注意

0706 Part Number: X11-29967-01
Printed in China

取扱説明書

!  警告

メーカー テレビ コード

Panasonic 0619 0620
SONY 0621 0622 0658
SHARP 0623 0624 0625
Pioneer 0626 0627
HITACHI 0628 0629 0630 0656 0659
MITSUBISHI 0629 0630 0657 0666
JVC 0631 0632 0633
SANYO 0634 0635 0636 0667
FUJITSU 0637 0638 0639 0669
NEC 0640 0641
TOSHIBA 0641 0660 0668
AIWA 0642
SAMSUNG 0665 0643 0644 0645 0646 0661 0662 0663
FUNAI 0647 0648 0649 0650 0651
LG 0652 0653 0654
PHILIPS 0655


