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Xbox 360 ワイヤレス レーシング ホイール ( フォース フィードバック対応 ) ( 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。

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。

本製品は Xbox 360 専用です。

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・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
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

したり、本製品に障害を引き起こしたりする可能性があります。

 • 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの症状が発生した場合は、直ちに電

源コードをコンセントから抜いて、「Xbox カスタマー サポート」までご連絡ください。

お客様による修理は絶対に止めてください。

• 万一、落としたなどの原因により破損・損傷した場合は、直ちに電源コードをコンセ

ントから抜いて、「Xbox カスタマー サポート」までご連絡ください。お客様による

修理は絶対に止めてください。

• 本製品の内部に水が入ったり、ぬらさないように注意してください。屋外や風呂など

では使用しないでください。火災・感電の原因となります。万一、内部に水や異物等

が入った場合は、直ちに電源コードをコンセントから抜いて、「Xbox カスタマー サ

ポート」までご連絡ください。お客様による修理は絶対に止めてください。

• 本製品に付属の電源コード、および AC アダプターだけを使用してください。

安全・健康のためのご注意
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• 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。

• 電源コードを AC アダプターに巻きつけないでください。

• 電源コードを踏みつけないようにしてください。

• 電源コードにつまずかないように注意してください。

• 電源コードをコンセントおよび AC アダプターに接続する際、物が挟まることのない

ように注意してください。

• 電源コードを引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。

• AC アダプターが、電源コードからぶら下がらないようにしてください。

• 電源コードはストーブなどの熱源の近くを通さないでください。

• 電源コードはタコ足配線をしないでください。

• お子様やペットが電源コードに近づかないようにしてください。お子様が電源コード

を口に入れたり、ペットが電源コードをかじったりすることのないように注意してく

ださい。

• 電源コードを抜く際は、コードを引っ張らないでください。必ずプラグ部分をつかん

で抜いてください。

• 電源コードを湿気にさらさないでください。

• 雷を伴う嵐のときや、長期間使用しない場合には、電源コードをコンセントから抜い

てください。
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 警告 : 健康のために
光の刺激による発作について
ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、光の点滅などを繰り返す画面を見ていると、発

作を起こすことがあります。この発作には、筋肉のけいれんやひきつけ、自覚の一時的

な喪失のほか、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いのような症状などがあります。また、

発作を起こした際、転倒などによりけがをすることもあります。

このような症状を感じた場合は、すぐに本製品の再生を中止し、医師の診断を受けてく

ださい。保護者の方は本製品で遊んでいるお子様に注意を払ってください。年少者はこ

のような発作を起こしやすい傾向があります。あなたやご家族、ご親戚の中に過去にこ

の種の発作を起こした人がいる場合には、本製品で遊ぶ前に医師に相談してください。

光過敏性てんかん発作の危険性は、次の予防措置をとることによって減らすことができ

ます。

● TV 画面から離れて座ります。

● 比較的小さな TV 画面を使用します。

● 部屋を十分に照明します。

● 眠いときや疲れているときにプレイしないようにします。

健康を守るための詳しい情報については Healthy Gaming Guide ( 健康のために ) 

(http://www.xbox.com/jp/support/ から入手できます ) をご覧ください。

筋骨格疾病 (MSD)
ゲーム コントローラー、キーボード、マウスなどの電子入力装置の使用は、大怪我や

重大な障害や疾病につながる場合があります。 

様々な動作と同様に、動作量の多いテレビ ゲームをプレイするときは、手、腕、肩、首

を始めとする身体の部位に不快な症状を感じることがあります。不快感、痛み、ずきず

きする痛み、うずくような痛み、刺すような痛み、しびれ、焼けるような（ひりひりする）

感覚、筋肉の硬直などの症状が持続または繰り返し発生する場合は、これらの危険信号

( 徴候 ) を無視しないでください。テレビ ゲームをプレイしていないときに症状が現れ

た場合でも、すぐに医師に相談してください。 これらの症状は痛みを伴う神経、筋肉、

腱などの損傷または長期障害の原因になることがあります。 これらの筋骨格障害 (MSD) 

には、手根管症候群、腱炎、腱滑膜炎、振動症候群を始めとする疾病が含まれます。

MSD には、多くの未解決の問題があります（MSD はまだ完全に解明されてはいません）

が、健康状態、ストレスとそれに対する対処法 ( レベル・能力 )、医学的および身体的状

況、および作業およびその他の活動 ( テレビゲームのプレイを含む ) の際における姿勢

および動作などの要素が MSD の発生に寄与すると考えられています。 また、動作を

継続して行う時間の長さもその要因であると指摘されています。
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快適に仕事や勉強をしたり遊んだりしながら、MSD にかかる危険性をできるだけ減ら

すのに役立ついくつかのガイドラインが Microsoft の Web サイト (http://www.

xbox.com/jp/support/ ) に用意されています。これらのガイドラインでは、次のよう

なトピックが扱われています。

● 快適で自然な姿勢をとる 

● 手、指を始めとする身体の部位を常にリラックスさせるよう努める 

● 休憩を取る 

● 健康的なライフスタイルを考案する 

ご自分のライフスタイル、活動、または健康状態が MSD につながる可能性がどのくらい

あるかについて質問がある場合は、医師に相談してください。

 注意 : 使用上の注意
● 本製品のケーブルは、人が通って足を引っ掛けるような場所に配置しないでください。

また、使用しないときはケーブルを取り外して、お子様の手の届かない場所に保管し

てください。

● 高温多湿の場所や、直射日光のあたる場所に放置しないでください (5℃〜 35℃ の

範囲でご使用ください )。

● 水にぬらさないでください。

● 分解や改造は絶対にしないでください。

● 不安定な場所に置かないでください。

● 端子部を触ったり、中に異物を入れたりしないでください。

● 投げたり、落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。

● 踏んだり重いものをのせたりしないでください。

● お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

 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、乾電池をすべて取り外し

てください。本製品は、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。
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 警告 : 乾電池について
【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。

● 乾電池を分解したり、改造したり、加熱したり、開いたり、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 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)、または別売りの Xbox 360 リチャージブル バッテ

リー パック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】
● 長期間本製品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。そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間が経過してから症状

が現れることがあります。

● 漏れた液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充

分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

● 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。
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④ ペダル接続コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

⑤ AC アダプター、電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

⑥ レーシング ホイール ソフトウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・1
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各部の名称

B ボタン
Y ボタン

A ボタン

X ボタン
方向パッド

START ボタン

Xbox ガイド ボタン

BACK ボタン

左パドル
右パドル

バッテリー カバー
（内部にバッテリー
ケースがあります）

拡張端子
接続ボタン

取り外し
ボタン

クイック リリース レバー

取り付けねじ

テーブル アタッチメント

ワイヤレス レーシング ホイール本体

右ペダル
左ペダル

ペダル

電源 / 充電 ランプ

ステアリング ホイール

ペダル接続端子

電源端子

背面

リングライト

ガイドピン
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セットアップする

本製品を使用するには、最初にセットアップの操作が必要です。セットアップは以下の手順

に従って操作してください。

1. レーシング ホイール ソフトウェアを Xbox 360 本体にインストールする

レーシング ホイール ソフトウェアをインストールする前にシステムのバージョンを確認し

てください。バージョンが 4552 およびそれ以降であれば、レーシング ホイール ソフト

ウェアをインストールする必要はありません。

【メモ】

• Xbox LIVE に接続している場合、Xbox 360 本体は自動的に最新版にアップデート (更新) 

されます。この場合、以下に記載するレーシング ホイール ソフトウェアのインストールは

必要ありません ( インストールしようとしても何も起こりません )。

• システムのバージョンが 4552 およびそれ以降の Xbox 360 本体は以下に記載する

レーシング ホイール ソフトウェアのインストールは必要ありません ( インストールしよ

うとしても何も起こりません )。

設置場所を選択する

ワイヤレス レーシング ホイール 本体は、膝やテーブルに載せて使用することができます。

ワイヤレス レーシング ホイール 本体をテーブルに設置する場合は、落下しないように注意

してください。

ワイヤレス レーシング ホイール 本体が、特に、小さいお子様の上に落下した場合は、重傷

となる可能性があります。このような傷害およびワイヤレス レーシング ホイール 本体の

損傷の危険性を減らすには、「セットアップする」の手順に従って設置してください。付属

のテーブル アタッチメントを使用してテーブルに取り付ける場合は、次の条件を満たして

いることを確認してください。

• 平らで水平な場所。

• 傾かない安定した場所。

• ワイヤレス レーシング ホイール 本体が滑らない、または滑り落ちない場所。

• 埃や破片などのないきれいな場所。

テーブルの表面やテーブル アタッチメントに汚れやほこりが付着した場合には、乾いた布

で拭いてください。ケーブルやコードは、人やペットが通り過ぎるときにつまずいたり引き

ずったりしないように配置してください。本製品を使用していない場合には、ケーブルと

コードをすべて取り外し、お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。お子様

がケーブルやコードで遊ばないようにしてください。

【メモ】

• 本製品は、Xbox 360 本体から最大約 10m の範囲内で動作します。本製品と Xbox 

360 本体の間に遮蔽物がある場合、この距離は短くなります。
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■ システムのバージョンの確認方法

(1) Xbox ダッシュボードの「システム」画面から「本体の設定」を選択し、さらに 「シス

テム情報」 を選択します。

(2) 画面右上に次のようにバージョンが表示されます。丸で囲んでいる数字が Xbox 360 

本体のシステムのバージョンです。( この例ではバージョンが 4552 ですので、レー

シング ホイール ソフトウェアのインストールは必要ありません。)

現在の設定

ダッシュボード : 2 . 0 . 4552 . 0

■ システムのバージョンが 4552 未満の場合、以下の手順に従って レーシング ホイール 

ソフトウェアをインストールしてください。インストールと同時に、Xbox 360 本体の

システムもアップデートされます。

(1) Xbox 360 本体前面にあるイジェクト ボタンを押すとディスク トレイが出てきます。

(2) 同梱のレーシング ホイール ソフトウェア ディスクをディスク トレイにのせます。Xbox 

360 本体を縦に設置している場合はラベル面を右に、横に設置している場合はラベル面

を上にセットしてください。

(3) イジェクト ボタンを押してください。ディスク トレイが Xbox 360 本体に戻ります。

(4) Xbox 360 本体の電源を切り、再度電源を入れて起動してください。

(5) 更新の確認画面が表示されます。「はい、更新します。」を選択して A ボタンを押して

ください。 

(6) レーシング ホイール ソフトウェアがインストールされ、システムのアップデートが

完了すると、自動的に再起動します。

2. ペダルをワイヤレス レーシング ホイール本体に接続する
ペダルをワイヤレス レーシング ホイール本体に接続するには、ペダル接続コードの一方を

ペダルの底面にある端子に、もう一方をワイヤレス レーシング ホイール本体の背面にある

端子に接続します。カチッと音がするまで確実に差し込んでください。

ペダル接続コードを、ペダルの底面にあるケーブル収容部に通します。

3. テーブルに装着する
テーブル アタッチメントはゲームプレイ中にワイヤレス レーシング ホイール本体がテーブル

に固定されるので、フォース フィードバック機能を利用する際には特に便利です。
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テーブル アタッチメントを取り付ける / 取り外す
・ テーブル アタッチメントの取り付けねじを緩め、クイック リリース レバーが開いている 

( 押し込まれていない ) ことを確認してから、テーブルの縁にはめ込みます。

・ 取り付け ねじがテーブルに接触する直前まで絞めます。

・ クイック リリース レバーを押しこみます。

・ 取り外す際は、クイック リリース レバーを引きテーブルから外します。

ホイール部を取り付ける / 取り外す
・ テーブル アタッチメントの取り付けが完了したら、ワイヤレス レーシング ホイール本体を

アタッチメントに取り付けます。ワイヤレス レーシング ホイール本体を自分の方に傾けなが

ら、アタッチメントのガイド ピンとワイヤレス レーシング ホイール本体のくぼみの位置を

合わせ、ワイヤレス レーシング ホイール本体の背面をカチッと音がするまで押し下げます。

・ ワイヤレス レーシング ホイール本体をアタッチメントから外すには、取り外しボタンを

押して、ワイヤレス レーシング ホイール本体を自分の方に傾けながら持ち上げて外します。

4. 電源を接続する
本製品に付属の AC アダプターを接続してください。単3乾電池または Xbox 360 リチャー

ジブル バッテリー パックのみで使用した場合は、フォース フィードバック機能は利用でき

ませんが、ステアリングホイール自体が振動する振動機能は利用できます。

【メモ】

• AC アダプターを使用すれば、単 3 乾電池や別売りの Xbox 360 リチャージブル 

バッテリー パックは必要ありません。

• AC アダプターを使用せず、単 3 乾電池、または別売りの Xbox 360 リチャージブル 

バッテリー パックを使用した場合、ワイヤレス レーシング ホイールとして使用できます

が、フォースフィードバック機能はお使いいただけません。

1

2

3

取り外し
ボタン

クイック 
リリース レバー

取り付け
ねじ
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• AC アダプターと別売りの Xbox 360 リチャージブル バッテリー パックを同時に使用

した場合、Xbox 360 リチャージブル バッテリー パックは充電されます (Xbox 360 

リチャージブル バッテリー パックの電力は消費されません )。充電には最大約 3.5 時間

かかります。

AC アダプターを使用する
次の順番どおりに接続してください。

1. AC アダプター ケーブルを本製品のワイヤレス レーシング ホイール本体の背面にある

電源端子に接続します。

2. 電源コードを AC アダプターにしっかりと差し込みます。

3. 電源コードのもう一方を壁のコンセントに差し込みます。

単 3 乾電池を使用する
1. ワイヤレス レーシング ホイール本体のバッテリー カバーを取り外します。

2. バッテリー ケースのつまみを手前に引きながらワイヤレス レーシング ホイール本体

から取りはずします。

3. 新しい単 3 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 ケースをホイール部の元の位置に

しっかりと押し入れます。その際、指を挟まないように、バッテリー ケースの平らな面

を押してください。

4. ワイヤレス レーシング ホイール本体のバッテリー カバーを取り外した時と逆の手順で

元に戻します。

別売りの Xbox 360 リチャージブル バッテリー パックを使用する
1. ワイヤレス レーシング ホイール本体のバッテリー カバーを取り外します。

2. バッテリー ケースのつまみを取り外した時と逆の手順でワイヤレス レーシング ホイール

本体から取りはずします。取り外した後、バッテリー ケースは使用しませんので、大切に

保管してください。

3. バッテリー ケースのあった場所に、充電の完了した Xbox 360 リチャージブル バッテリー 

パック をしっかりと押し入れます。その際、指を挟まないように、バッテリー パックの平

らな面を押してください。

4. ワイヤレス レーシング ホイール本体のバッテリー カバーを取り外した時と逆の手順で

元に戻します。

電源 / 充電ランプの色と意味
電源 / 充電ランプの色は、電源の状態や充電の状態によって次のように変化します。

• 乾電池やリチャージブル バッテリー パックが装着されておらず、AC アダプターのみ

接続されている場合 ⇒ 緑色点灯

• 乾電池が装着され、AC アダプターが接続されている場合 ⇒ 緑色点灯

• リチャージブル バッテリー パックが装着され、AC アダプターが接続されて、充電中の

場合 ⇒ 赤色点灯

• リチャージブル バッテリー パックが装着され、AC アダプターが接続されて、充電

が完了した場合 ⇒ 緑色点灯
1�



電源を入れる / 切る

Xbox 360 本体と本製品の電源を入れる
 • Xbox 360 本体と本製品の電源を両方入れるには、Xbox ガイド ボタンまたは 

START ボタンを 1 秒以上押します。

 • Xbox 360 本体の電源だけを入れるには、Xbox 360 本体の電源ボタンを押します。

Xbox 360 本体と本製品の電源を切る
 • Xbox 360 本体と本製品の電源を両方切るには、本製品の Xbox ガイド ボタンを 

3 秒以上押します。その後、[ 電源を切る ] または [ コントローラーの電源を切る ] を

選択します。[ 電源を切る ] を選択すると、Xbox 360 本体および接続されているすべて

のコントローラーやレーシング ホイールなどの電源が切れます。 [ コントローラーの電源

を切る ] を選択すると、操作したコントローラー ( 本製品 ) の電源だけが切れます。

 • Xbox 360 本体の電源だけを切るには、Xbox 360 本体の電源ボタンを押します。

【メモ】

本製品をご購入後、前述の 「本製品を Xbox 360 本体に認識させて接続する」 が完了する

までは Xbox ガイドボタンは機能しません。

• 乾電池またはリチャージブル バッテリー パックが装着され、AC アダプターは接続さ

れていない場合 ⇒ 消灯

5. 本製品を 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。

本製品は最大 4 台まで同時に Xbox 360 本体に接続して使用できます。本製品を複数

ご使用の場合は、それぞれの製品にクアドラント ( リング ライトの一部 ) が割り当てられて

います (1 〜 4)。本製品を接続する前に、少なくとも 1 つのクアドラントを空ける ( 点灯

しないようにする ) 必要があります。本製品の接続を解除するには、Xbox ガイド ボタンを 

3 秒以上押し続けてから、画面に従い本製品の電源を切ります。

本製品を Xbox 360 本体に認識させて接続するには

1. Xbox ガイド ボタンを 1 秒以上押して本製品の電源を入れます。

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. 本製品の接続ボタンを押します。

5. 本製品と Xbox 360 本体のリング ライトが数回回転した後、いずれか 1 つのクアドラ

ントが点灯し、認識が完了します。点灯したままのクアドラントは、本製品に割り当てら

れた番号 (1 〜 4) を示します。

【メモ】

別の Xbox 360 本体で本製品を使用する場合は、本製品をその 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。同じ Xbox 360 本体を使用している場合は、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。
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本製品の使い方

Xbox ガイド ボタン
ワイヤレス レーシング ホイール 本体の中央にある Xbox ガイド ボタンによって、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。本体の電源を切るには、Xbox ガイド ボタンを 

3 秒以上押し続け、「電源を切る」を選択してください。

リング ライト
リング ライトは 4 つのクアドラントから構成されています。リングライトは、Xbox 360 

本体の電源ボタンの周囲と、ワイヤレス レーシング ホイール 本体の Xbox ガイド ボタンの

周囲に配置されています。本製品を 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 つが緑色に点灯して、接続された番号 (1 〜 4) が一目で分かります。

ボタン
ワイヤレス レーシング ホイール 本体には、A、B、X、Y、START、BACK、右パドル、

左パドルの合計 8 個のボタンがあります。これらのボタンには Xbox 360 コントローラー

の対応するボタンが割り当てられていますが ( 右パドルは RB、左パドルは LB)、ゲームに

よってはそれぞれを別の機能に割り当て直すことができます。特定のゲームでのボタンの再

割り当てについては、ゲームに付属の取扱説明書をご覧ください。

ペダル
ペダルにはアクセルとブレーキの 2 つのペダルを装備しています。アクセルは右トリガーに、

ブレーキは左トリガーに割り当てられています。ペダル部はかかとで押さえる構造により、

ずれにくく設計されています ( 状況によっては、使用しているうちに徐々にずれることがあ

ります )。固定された物や壁に接するように設置することで、ずれを効果的に防止すること

ができます。

拡張端子
拡張端子に、別売りの Xbox 360 ヘッドセットを接続できます。詳しくはヘッドセットの

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

ことがありますので注意してください。

• 本製品のフォース フィードバック機能は強い力を発生するため、小さなお子様が

プレイする際は、十分に注意してください。

【メモ】

• フォース フィードバック機能は、ゲームにより反応が大きく変わります。詳しくは各ゲーム

の取扱説明書をご覧ください。
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主な仕様 

• ステアリングホイールの直径 ( 最大 ) : 約 25.5cm

• ステアリングホイールの回転角 : 約 264 度 ( 左右それぞれ約 132 度 ) 

• テーブル アタッチメントを取付可能なテーブルの厚み : 約 1.5cm 〜 6.0cm

• 別売りのリチャージブル バッテリー パックのみで使用した場合の使用可能時間 : 最大約 

20 時間 

• 別売りのリチャージブル バッテリー パックを本製品で充電した場合の充電時間 : 最大約 

3.5 時間 

• ペダル接続コード : 約 180cm 

• 電源 / 充電ランプの表示

• サイズ 

・ワイヤレス レーシング ホイール 本体 : 幅 45.3cm x 高さ 28.8cm x 奥行 32.5cm 

・べダル : 幅 34.0cm x 高さ 15.8cm x 奥行 34.7cm 

・テーブル アタッチメント : 幅 13.6cm x 高さ 13.4cm x 奥行 25.5cm 

• 電源 : AC100V 

• 消費電力 : 最大 約 24W

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

AC アダプター リチャージブル バッテリー パック 乾電池 電源/充電ランプ
あり なし なし 緑色点灯
あり なし あり 緑色点灯
あり あり（充電中） なし 赤色点灯
あり あり（充電完了） なし 緑色点灯
なし なし あり 消灯
なし あり なし 消灯

お手入れ

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。
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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、以下に示す解決策を試してください。

Xbox ガイド ボタンまたは START ボタンを押して本製品の電源を入れてください。Xbox 

360 本体のリング ライトの回転が 15 秒以上続く場合は、次の項目をチェックしてください。

• 本製品を Xbox 360 本体に近づけてください。

• AC アダプターの電源コードがコンセントに差し込まれていることを確認してください。

乾電池を使用している場合は、乾電池が新品であることを確認してください。

• ファイル キャビネットや冷蔵庫など、大きな金属の物体を Xbox 360 本体と本製品から 

1 m 以上離してください。同様に、Xbox 360 本体と本製品の間に金属製の物体が無い

ことを確認してください。

• Xbox 360 本体または本製品に金属製の装飾をしたり、ステッカーを貼り付けたりする

と、ワイヤレスの性能が低下します。装飾を取り外してから、再度試してください。

• 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、Bluetooth ヘッドセットは、本製品の動作に干渉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。

• 本製品および Xbox 360 本体の電源を切り、本製品から単 3 乾電池または Xbox 360 

リチャージブル バッテリー パックを外してください。その後 1 分待ち、再度、「電源を

接続する」 以降の手順を繰り返してください。

 警告
使用できないなど、不具合が生じた場合でも、Xbox 本体、本製品、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。
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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。以下の保証規定をよくお読みください。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。
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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 ( 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。

© 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox 360 ロゴ、Xbox LIVE は、米国 Microsoft 

Corporation および/またはその関連会社の商標です。
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0607 Part No. X12-35439-03
Xbox 360™ ワイヤレス レーシング ホイール

フォース フィードバック対応

Part Number X12-35439-03
MS Color Bar v.5 030801

360 123 172 279 XBOX 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


