
Xbox 360™ クイック チャージ キット

Xbox 360 クイック チャージ キット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」のページは必ずお読みくだ
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。

内容物 
● Xbox 360 クイック チャージャー  1

● Xbox 360 リチャージブル バッテリー パック 1

● 電源コード     1

● 取扱説明書     1

各部の名称 

　 !  警告
リチャージブル バッテリー パック 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。漏れたバッテリー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。

●リチャージブル バッテリー パックの充電は、Xbox 360 クイック チャージャー、
または Xbox 360 プレイ & チャージ キットを使用してください。

●リチャージブル バッテリー パックはお子様の手の届かないところに保管してくだ
さい。 

●リチャージブル バッテリー パックを分解、充電、改造、加熱したり、穴を開けたり、
切断したり、火の中に投棄したりしないでください。 

●バッテリー液が漏れた場合は、液が皮膚や衣服に付着しないように注意して、すぐ
にリチャージブル バッテリー パックを取り出してください。 

●バッテリー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。 

●新しいリチャージブル バッテリー パックを入れる前に、バッテリー液が漏れた
場所を、湿らせたペーパータオルでしっかり拭いてください。 

●使用済みのリチャージブル バッテリー パックは、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。 

●リチャージブル バッテリー パックの端子が金属に触れないようにしてください。
金属に触れると、発熱してやけどの原因になることがあります。たとえば、鍵や
硬貨などと一緒にポケットに入れないでください。

次の予防措置に従わない場合には、重大な傷害を受けたり感電または火災によって
死亡する可能性や、クイック チャージャーに障害を引き起こす可能性があります。

●クイック チャージャーに最適な電源を選択する 

・ 電源コードは、本製品に付属のコードだけを使用してください。 

・ 電圧や周波数が一致するように見える場合でも、発電機や変電機などの電源は使用
しないで下さい。家庭のコンセントから供給される AC 100V 電源だけを使用して
ください。

●電源コードの損傷を回避する 

・ 踏みつけられないように電源コードを保護してください。 

・ 特に電源コードがコンセントとクイックチャージャーに接続する部分について、
物に挟まったり折れ曲がったりしないように保護してください。

・ 電源コードを引っ張ったり、結んだり、折り曲げたりしないでください。 

・ 電源コードを熱源にさらさないでください。 

・ 小さいお子様およびペットが電源コードに近づかないようにしてください。小さい
お子様およびペットが電源コードをかじらないようにしてください。

・ 電源コードを抜く場合は、コードではなくプラグを持って引っ張るようにしてくだ
さい。 

●電源コードが少しでも損傷した場合は、直ちに使用を中止してください。 

●雷が鳴った際や、長期間使用しない場合には、クイック チャージャーのプラグを
抜いてください。 

●電源コードをチャージャーに接続するときは、電源コードのコネクターが止まる
まで完全に差し込んでください。 

クイック チャージャーを使用する 
リチャージブル バッテリー パックは、ご購入後初めて使用する際、および消耗した
ときに充電してください。

クイック チャージャーを使用してリチャージブル バッテリー パックを充電するには
以下の手順に従ってください。 

① リチャージブル バッテリー パックをクイック チャージャーの左右いずれかに
セットします。 

[MEMO] 
・ リチャージブル バッテリー パックをセットするときに指を挟まないように、
リチャージブル バッテリー パックの平らな面を押してください。 

・ クイック チャージャーは同時に 2 個までのリチャージブル バッテリー パックを
セットすることができます。 

・ リチャージブル バッテリー パックが 1 個の場合はどちらにセットしても構いません。  

② 電源コードをクイック チャージャーとコンセントに接続します。 

リチャージブル バッテリー パックの充電中は、クイック チャージャーの充電ランプが
赤色に点灯します。リチャージブル バッテリー パックがフル充電されると充電ランプは
緑色に点灯します。

[MEMO] 
・クイック チャージャーやリチャージブル バッテリー パックの端子を指で触らない
ようにしてください。また、金属も触れないようにしてください。触れた場合、端子が
損傷を受けることがあります。

・クイック チャージャーを使用して充電する場合、1 つのリチャージブル バッテリー 
パックでは最大 2 時間、2 つでは最大 4 時間かかります。

・充電中または使用中にバッテリー パックやクイックチャージャーが温かくなることが
あります。これは異常を示すものではなく、心配ありません。

・リチャージブル バッテリー パックを長期間使用しない場合、自己放電により消耗
します。その場合は、通常どおりに充電してください。

・リチャージブル バッテリー パックを初めて使用する場合、または長期間保管していた
場合、リチャージブル バッテリー パックの性能を十分に発揮できるようになるまでに 
3 ～ 5 回充放電を繰り返す必要があります。

・リチャージブル バッテリー パックには寿命があります。リチャージブル バッテリー 
パックが古くなったり、何回も充電を繰り返すにつれて、プレイできる時間が短くなり
ます。プレイできる時間が非常に短くなった場合、または充電できなくなった場合、
寿命と考えられます。新品のリチャージブル バッテリー パックをお買い求めください。

お手入れ
クイック チャージャーやリチャージブル バッテリー パックの端子をお手入れする場合、
必ず乾いた布を使用してください。水分や薬品が付着すると、表面や端子が損傷すること
があります。

トラブルシューティング

充電ランプが点灯しない 

リチャージブル バッテリー パックがクイック チャージャーにしっかりとセットされて
いることを確認してください。正しくセットされていても充電ランプが緑色や赤色に
点灯しない場合、リチャージブル バッテリー パックまたはクイック チャージャーが
故障して使用できない可能性があります。

[MEMO] 
故障したリチャージブル バッテリー パックは充電されず、ワイヤレス コントローラーや 
Xbox 360 本体に損傷を与えることがあります。ぶつけられたり、水につかったり、
高温にさらされたりすると、リチャージブル バッテリー パックは、破損して使用でき
ない可能性があります。使用できないリチャージブル バッテリー パックは、お住まいの
自治体の規則に従って処分してください。

リチャージブル バッテリー パックの充電が遅い 

リチャージブル バッテリー パックには寿命があります。リチャージブル バッテリー 
パックが古くなったり、何回も充電を繰り返すにつれて、充電時間が通常よりも長くなり
ます。その場合は寿命と考えられますので、新品のリチャージブル バッテリー パック
をお買い求めください。

リチャージブル バッテリー パックの消耗が早い 

リチャージブル バッテリー パックには寿命があります。リチャージブル バッテリー 
パックが古くなったり、何回も充電を繰り返すにつれて、プレイできる時間が短くなり
ます。その場合は寿命と考えられますので、新品のリチャージブル バッテリー パック
をお買い求めください。

!  警告
充電できないなど、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。.

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。 
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 ( 弊社休業日、日祝祭日を除く ) 

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有し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。

© 2006 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox 360 ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国
における登録商標または商標です。
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