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取扱説明書
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Xbox 360™ ワイヤレス ヘッドセット（以下、ワイヤレス ヘッドセット）をお買い上げいただき
ありがとうございます。初めに、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 ヘッドセットは Xbox 360 専用です。 

ワイヤレス ヘッドセットをお使いいただくと、自由で快適なワイヤレスで、Xbox Live® を利用して
ボイス チャットしたり、会話しながら協力プレイしたり、ボイス コマンドを入力したりなど、ゲームの
楽しみ方が広がります。

 【仕様】
･ 2.4 GHz ワイヤレステクノロジーを採用し、最大約 10 m の距離まで使用可能
･ 本体内蔵の充電式バッテリーで、フル充電後 8 時間までの連続プレイが可能
･ バッテリーの残量が少なくなった場合、アラームで警告
･ 音量の調整やマイクのオン/オフがワイヤレス ヘッドセット上のボタンで操作可能
･ バッテリーの残量を Xbox ガイドで確認可能

Xbox 360TM ワイヤレス ヘッドセット
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安全のために

       警告 
大音量でワイヤレス 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。また、指定外のヘッドセットは、ワイヤレス ヘッドセットより大きな音量になることが
あります。

注意 
・ワイヤレス ヘッドセットの破損を防ぐため、ワイヤレス ヘッドセットの上に座ったり、
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、AC アダプターをコンセントから抜いてく
ださい。

バッテリーに関するご注意
ワイヤレス ヘッドセットには、充電式のバッテリーが内蔵されています。ワイヤレス ヘッド
セット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。
･ ワイヤレス ヘッドセットを充電するときは、付属の AC アダプターのみをご使用ください。
･ ワイヤレス ヘッドセットの充電中は、装着しないでください。
･ ワイヤレス ヘッドセットはお子様の手の届かないところに保管してください。
･ ワイヤレス ヘッドセットを分解、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。
･ ワイヤレス ヘッドセット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。
･ 不要になったワイヤレス ヘッドセットは、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。
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内容物

●Xbox 360 ワイヤレス ヘッドセット  1

●充電用 AC アダプター　    1 

●イヤーループ（大・小） 　  各1 

●取扱説明書 (本書) 　     1

各部の名称

電源ボタン (マイク消音ボタン)

音量アップボタン

イヤーループ

イヤーピース

接続ボタン

インジケーター

マイク

音量ダウンボタン

充電端子
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ワイヤレス ヘッドセットを使用する前に、以下の準備が必要です。

1. バッテリーを充電する
2. ワイヤレス ヘッドセットを Xbox 360 本体へ認識させる
3. ワイヤレス ヘッドセットを装着する

バッテリーを充電する
ワイヤレス ヘッドセットを初めて使用する場合や、バッテリーの残量が少なくなった場合は、
AC アダプターで充電する必要があります。AC アダプターの片方をワイヤレス ヘッドセットの
充電端子に接続し、もう片方をコンセントに接続してください。初めて使用する場合は、必ず
最大容量まで充電してください。

充電中は 4 つのインジケーターが順に緑色に点灯し、充電が終わると 4 つのインジケーターが点滅
します。
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!　　　 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。

注意
･ 付属の AC アダプターで最大容量まで充電するのには最大約 4 時間かかります。

･ ワイヤレス ヘッドセットが Xbox 360 本体とワイヤレス接続されている際に AC アダ
プターを使用すると、ワイヤレス接続は解除されます。

･  AC アダプターで充電している間、ワイヤレス ヘッドセットを使用することはできません。

･ ワイヤレス ヘッドセット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ACアダプターで充電してください。
バッテリー残量は Xbox ガイド ボタンを押すと表示される Xbox ガイドで確認すること
ができます。

･ 充電中にワイヤレス ヘッドセット本体が暖かくなる場合がありますが、問題ありません。
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ワイヤレス ヘッドセットを Xbox 360 本体へ認識させる 
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。なお、
Xbox 360 本体の接続ボタンを押してから 20 秒以内に以下の操作を最後まで終わらせる必要が
あります。時間内に終わらなかった場合は、Xbox 360 本体の接続ボタンを押すところから、もう
一度やり直してください。

1. Xbox 360 本体の電源を入れます。

2. ワイヤレス ヘッドセットの電源ボタンを押して、
ワイヤレス ヘッドセットの電源を入れます。

3. Xbox 360 本体の接続ボタンを押します。
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4. ワイヤレス ヘッドセットの接続ボタンを押します。

5. Xbox 360 本体のリングライトが光りながら回転し、ワイヤレス ヘッドセットが認識されると、
リングライトの回転が停止して、4 つあるクアドラント（リングライトの一部）のいずれかと
ワイヤレス ヘッドセットのインジケーターが点灯します。点灯したクアドラントおよびインジ
ケーターは、ワイヤレス ヘッドセットの番号（1～4）を示します。

6. もし、ワイヤレス ヘッドセットを異なる番号に割り当てたい場合は、その番号にワイヤレス 
ヘッドセットが割り当てられるまで、ワイヤレス ヘッドセットの接続ボタンを繰り返し押してくだ
さい。ワイヤレス ヘッドセットが 1 番に割り当てられたときはアラームが 1 回、2 番に割り
当てられたときはアラームが 2 回、3 番に割り当てられたときはアラームが 3 回、4 番に割り
当てられたときはアラームが 4 回鳴ります。
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注意

･ ワイヤレス ヘッドセットを使用する際は、ゲーマープロフィールにサインインしている
必要があります。また、初めてワイヤレス ヘッドセットを使用する場合は、Xbox Live に
接続する必要があります。Xbox Live についての詳細はhttp://www.xbox.com/jp/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。

･ ワイヤレス ヘッドセットを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。
フレンドリストがあれば、チャットウィンドウを開いて、ワイヤレス ヘッドセットとユニ
バーサル メディア リモコンまたはメディア リモコンを使用して、ボイスメッセージを送る
ことができます。

･ ヘッドセットはワイヤレス 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、ヘッドセットをコント
ローラーから取り外し、その後にワイヤレス コントローラーを認識させてください。

･ ワイヤレス ヘッドセットを Xbox 360 本体に認識させて接続する設定は 1 回だけ行えば、
その後は電源を切っても記憶されます。別の Xbox 360 本体でお使いいただく際にも 1 回
だけ接続の設定が必要です。

･ ワイヤレス ヘッドセットは Xbox 360 本体から最大約 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。
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ワイヤレス ヘッドセットを装着する 

1. 2 種類の大きさがあるイヤーループ
から片方を選び、正しい向きでワイヤ
レス ヘッドセット本体に取り付けます。
もし、装着した際、イヤーループに
違和感がある場合は、もう片方のイヤー
ループを試してみてください。

2. 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、ワイヤレス ヘッドセット
を装着してください。ワイヤレス ヘッドセットは、
右耳でも左耳でも装着できます。

3. マイクの位置を調節してください。

4. 音量アップボタンと音量ダウンボタンで音量を
調節しながら、ゲームやボイスチャットを始めま
しょう。

注意
マイクの位置は自由に調節できます。無理に動かすと壊れますのでご注意ください。
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ワイヤレス ヘッドセットの音量を調節する 

音量アップボタンと音量ダウンボタンを押して、ワイヤレス ヘッドセットの音量を調整してください。
ボタンを押し続けることで、音量を段階的に調節することができます。
一時的にマイクをオフにする（自分の話す音声を相手に伝わらないようにする）ときは、電源ボタンを
短く押します。もう一度押すと、マイクをオンに戻すことができます。マイクのオン /オフの操作を
したときは、アラームが 2 回鳴ります。

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、アラームで警告されます。

･ バッテリーの残量が約 30 分になると、アラームが 2 回鳴ります。

･ バッテリーの残量が約 5 分になると、アラームが 3 回鳴ります。
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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。

ワイヤレス ヘッドセットが動作しない

･ ワイヤレス ヘッドセットが 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/jp/live/ をご覧ください。

･ ワイヤレス ヘッドセットを 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 本体およびワイヤレス 
ヘッドセットから少なくとも 1 メートル離してください。

･ 金属製の装飾品などが Xbox 360 本体やワイヤレス ヘッドセット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 本体の正面がワイヤレス ヘッドセット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。

・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、ワイヤレス ヘッド
セットを認識させる前に、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、ワイヤレス ヘッドセットの電源ボタンを 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。
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イヤーピースから音が出ない

･ ワイヤレス ヘッドセットが Xbox 360 本体に認識されているか確認してください。

･ 音量アップ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

・ワイヤレス ヘッドセットが Xbox 360 本体に認識されているか確認してください。

・マイクがオンになっていることを確認してください（電源ボタンを短く押すと、マイクのオン/
オフができます）。

･ Xbox ガイドから [個人設定]－[ボイス設定] の順に選んで、マイクがオフになっていないか確認
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。

チャットができない

・ワイヤレス ヘッドセットが Xbox 360 本体に認識されているか確認してください。

・Xbox 360 ダッシュボードの [システム]－[保護者による設定] で、ボイスチャットが可能に
なっているかご確認ください。

バッテリーの充電ができない

ワイヤレス ヘッドセット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、ワイヤレス 
ヘッドセット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。ワイヤレス ヘッドセットを 
AC アダプターにつなげたまま、適切な温度になるまでしばらくそのままにしておいてください。
ヘッドセット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。
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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 弊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。
⑦ 分解・改造を行った場合。
■ 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.
■ 本保証規定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 
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） 
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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。

© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox 360 ロゴ、Xbox Live、Xbox Live 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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