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Xbox 360® プレイ & チャージ キット 
(リキッド ブラック)
Xbox 360 プレイ & 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 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 ) 
専用です。

【主な特徴】
• 大容量ニッケル水素電池 (Ni-MH) を使用
• フル充電で、最大 35 時間プレイ可能
• Xbox ガイド ボタンを押すと、画面上でリチャージブル バッテリー パックの

充電量を確認することが可能
• バッテリーが切れても、ケーブル接続で継続プレイ

【内容物】 
• Xbox 360 リチャージブル バッテリー パック    1 
• チャージ ケーブル (2.7 m)      1 
• 取扱説明書       1 

各部の名称

 
 

チャージ ケーブル コネクター 
 

充電ランプ 

リチャージブル バッテリー パックを安全にお使いいただくために
リチャージブル バッテリー パックを誤って使用すると、過熱、または爆発の原因にな
ります。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 パックは乳幼児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。

• 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。

• 長期にわたってワイヤレス コントローラーを使用しない場合、またはリチャージブル 
バッテリー パックが劣化してしまった場合は、ワイヤレス コントローラーから
リチャージブル バッテリー パックを取り外してください。

リチャージブル バッテリー パックをワイヤレス コントローラーに
取り付ける

1. ワイヤレス コントローラーに付属しているバッテリー ケースを取り外す
バッテリー ケースのつまみを押し込みながらバッテリー ケースを引き下げて、
ワイヤレス コントローラーから取り外します。

2. リチャージブル バッテリー パックを取り付ける
本製品に含まれているリチャージブル バッテリー パックを、ワイヤレス コント
ローラーにカチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

リチャージブル バッテリー パックを取り付ける際、指を挟まないように注意してく
ださい。リチャージブル バッテリー パックの平らな面だけを押してください。

リチャージブル バッテリー パックを充電する
ゲームをプレイ中にバッテリーが消耗した場合はチャージ ケーブルを使用することで、 
プレイを続けることができます。

充電方法 
1. チャージ ケーブル コネクター をワイヤレス コントローラーの充電端子にしっかり

と差し込みます。
2. チャージ ケーブルの Xbox 360 本体側コネクターを Xbox 360 本体のコント

ローラー端子に接続します。
3. Xbox 360 本体の電源が入っている場合は、自動的に充電が開始されます。 

Xbox 360 本体の電源が入っていない場合は、電源を入れてください。自動的に
充電が開始されます。
充電が開始されると充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯し
ます。 

【メモ】 
• 一旦充電が開始されれば、Xbox 360 本体の電源を切っても充電は継続されます。 
• 充電中は Xbox 360 本体の電源を切っても、Xbox 360 本体側面にあるファンが

回転します。 
• 充電が完了すると充電ランプが消灯し、Xbox 360 本体背面にあるファンは停止

します。
• 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は、必ず最大容量まで充電し

てください。
• リチャージブル バッテリー パックをフル充電するには、約 8 時間必要です。

プレイ & チャージ ケーブルを接続したまま長期間使用すると、リチャージブル
バッテリーパックの性能が低下します。充電が完了したら速やかにチャージ ケー
ブルを取り外してください。

充電中にプレイする 

チャージ ケーブルを使用すると、プレイしながらリチャージブル バッテリー パック
を充電することができます。チャージ ケーブルは充電のためだけに使用されますので、
コントローラーの信号は充電中でもワイヤレスで送信されます。

チャージ ケーブルの外し方

リチャージブル バッテリー パックの充電が完了し、チャージ ケーブルを取り外す際は
ケーブル部分を引っぱらずに、チャージ ケーブル コネクターを引いてください。

断線する危険がありますので、チャージ ケーブルのケーブル部分は引っぱらないよ
うに注意してください。

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 パックがワイヤレス コントローラーにしっかり取り付け
られていることを確認してください。 

リチャージブル バッテリー パックの充電が遅い
ワイヤレス コントローラーでプレイしながらリチャージブル バッテリー パックを
充電すると、充電時間は長くなります。振動機能を使用するゲームでは、さらに充電
時間が長くなります。

フル充電してもすぐに使えなくなる
リチャージブル バッテリー パックには寿命があります。本製品は充放電を繰り返す
と充電できなくなったり、またフル充電してもすぐに使えなくなります。その場合は
寿命と考えられます。

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 本体に損傷を与えることがあります。衝撃を受けたり、水につ
かったり、高温にさらされたりしたリチャージブル バッテリー パックは、損傷に
より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。

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
日本マイクロソフト株式会社 
Xbox® カスタマー サポート 0120-220-340
受付時間 10:00 ～ 18:00 ( 日、祝日を除く )
詳しくは次の URL をご覧ください。http://www.xbox.com/jp/support/
 

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。

© 2011 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox 関連ロゴは、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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