
Xbox 360® S ハードディスク 250GB
Xbox 360 S ハードディスク 250GB (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。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。
本製品をお使いいただくと、ゲームの途中経過を保存したり、ゲームを取り込んだり、
音楽を保存してカスタム プレイリストを作成したり、Xbox LIVE® からダウンロード
したゲームや予告編などのコンテンツを保存したりすることができます。すでにハード
ディスクを使用されていて、ゲームのセーブデータやコンテンツなどが保存されている
場合は、データ転送ケーブル (別売) を使用して、本製品に移動することができます。

本製品は Xbox 360 S 専用です。

【Memo】
・ Xbox 360 システム ソフトウェアがハードディスクを使用するため、お客様の使

用いただけるハードディスクの容量は、仕様で定められた容量よりも少なくなり
ます。

・ ゲームの途中経過や Xbox LIVE のゲーマー プロフィールを簡単に持ち運ぶため
には、市販の USB メモリー※をお買い求めください。
※ USB メモリーは、製品によって品質、スピード、動作が異なり、Xbox 360 本体と接続し使

用する際、推奨動作が得られないものがあります。また、1GB 以下の USB メモリーは Xbox 
360 用として使用できません。使用できる領域は 16GB 以下です。ご使用になる前に Xbox 
360 に接続し、動作確認を行ってください。

【内容物】 
• Xbox 360 S ハードディスク 250GB 本体    1 
• 取扱説明書 (本書)      1 

ハードディスクの取り付け／取り外し

!  重要

電源が入っている時には、ハードディスクの取り付け／取り外しを行わないでくだ
さい。また、接続箇所に手を触れたり、金属物を近づけたりしないでください。

ハードディスクを取り付けるには：
(1) Xbox 360 S 本体の電源を切ります。
(2) ハードディスク カバーのつまみの部分をスライドさせて、ハードディスク 

カバーを取り外します。

(3) 本製品をスロットの奥まで差し込みます。

(4) ハードディスク カバーを取り付けます。

 ハードディスクを取り外すには：
(1) Xbox 360 S 本体の電源を切ります。
(2) ハードディスク カバーのつまみの部分をスライドさせて、ハードディスク 

カバーを取り外します。
(3) ハードディスクのタブを引いて、Xbox 360 S 本体から取り外します。

データの転送
Xbox 360 ハードディスクにデータが保存してある場合、USB メモリーやデータ転送
ケーブル (別売) を使ってプロフィールやゲーム データを転送することができます※。
※ゲームのようなコンテンツ ライセンスがあるデータを転送するにはライセンスの移行が必要です。詳細は

http://www.xbox.com/jp/support/ をご確認ください。

ハードディスクに名前を登録する
ハードディスクに名前を登録するには:
(1) ハードディスクを Xbox 360 S 本体に取り付けた後に、Xbox ダッシュボードの

[システム設定] 画面から [データ保存機器の管理] を選択します。
(2) ハードディスクを選択します。
(3) Y ボタンを押して [機器のオプション] 画面を表示し、[名前の変更] を選択します。
(4) 新しい名前を入力してください。登録が完了すると、次からはその新しい名前で

ハードディスクを識別することができます。

データを移動する / 削除する
ハードディスクに保存されているデータは、市販の USB メモ
リーや USB データ保存機器にコピーしたり、移動したりする
ことができます。また、データを削除して、ハードディスクの
空き領域を増やすこともできます。

ハードディスクからデータを移動または削除するには:
(1) ハードディスクを Xbox 360 本体に取り付けた後に、

Xbox ダッシュボードの [システム設定] 画面から [データ保存機器の管理] を選択
します。

(2) ハードディスクを選択します。
(3) 移動または削除したいアイテムタイプを選びます。
(4) データ保存機器に動かしたい、またはハードディスクから削除したいデータを選択

してください。

!  注意
ゲームの仕様により、セーブ データを別のデータ保存機器に移動・コピーすること
ができないコンテンツがあります。

ゲームをハードディスクに取り込む
Xbox 360 は、ゲーム ディスクの内容をあらかじめハードディスクに取り込んでおく
ことができます。ゲームをハードディスクに取り込むことにより、ロードや起動にかか
る時間が短くなるだけでなく、ゲーム ディスクの回転音もなくなることから、今まで以
上に快適にゲームをプレイできます。

!  注意

・ ゲームをハードディスクに取り込む際は、ハードディスクに十分な空き容量がある
ことを確認してください。必要なハードディスクの空き容量は、取り込むゲームに
よって異なります。

・ ゲームを起動する際は、毎回ゲーム ディスクをセットする必要があります。また、
プレイ中はゲームディスクを取り出さないでください。

・ 一部のゲームは「ハードディスクに取り込む」機能に対応していません。詳しく
は、巻末に記載の Xbox® カスタマー サポートにお問い合わせください。

困ったときは

次のような場合は故障ではないことがありますので、以下の項目を参考にもう一度
チェックしていただくか、http://www.xbox.com/jp/support/ にて最新のサポート
情報をご確認ください。解決しない場合は、Xbox カスタマー サポートにお問い合わせ
ください。

ハードディスクがデータ保存機器として表示されない
ハードディスクがデータ保存機器として表示されない場合、以下の作業をお試しくだ
さい。
・ハードディスクはスロットの奥まで差し込まれているか、またカバーが装着されて

いるかを確認してください。次に電源を切って、再起動します。
・Xbox 360 S 本体の電源を切り、ハードディスクを取り外します。電源を入れ、

再度電源を切ります。ハードディスクを入れなおして、カバーを取り付け、電源を
入れます。

!  注意
・壊れたハードディスクは Xbox ガイドで表示されなかったり、Xbox 360 本体に

影響を及ぼす可能性があります。
・ハードディスクは衝撃・浸水・火災などにより故障する可能性があります。

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。

この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

© 2011 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE、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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