
Xbox 360® ワイヤレス スピード ホイール
Xbox 360 ワイヤレス スピード ホイール (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。

本製品は Xbox 360 専用です。

本製品はモーションセンサーを採用しており、直感的でリアルな操作を体験することが
できます。

【主な特徴】
• 握りやすく、脚や机で固定することなく直感的に操作できるデザイン
• 同時に 4 つのワイヤレス コントローラーを接続可能
• 最大 10 m の距離から操作可能
• 2.4 GHz 高性能ワイヤレス テクノロジーを使用
• 振動モーターのオン/オフを設定可能
• 1 年間の製品保証つき

【内容物】 
• Xbox 360 ワイヤレス スピード ホイール  1
• 単 3 形乾電池 （試供品）　   2
• システム アップデート ディスク　  1
• 取扱説明書 　    1

各部の名称

 
 

安全および健康のためのご注意

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「安全および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。

健康のために
!  警告

光の刺激による発作について
ごくまれに、ゲーム中の強い光、光の点滅、パターンなどにより、発作を起こす
ことがあります。発作やてんかんなどの病歴がない方も、ゲームを見ている間に、
原因不明の光過敏てんかん発作を起こすことがあります。この発作には、めまい、
視覚の変調、目や顔の痙攣 (けいれん)、手足の筋肉の痙攣やふるえ、前後不覚
や意識の一時的な喪失などのさまざまな症状があります。また、発作による意識
喪失やひきつけのために転倒したり周囲のものにぶつかったりして、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、すぐにゲームを中止し、医師の
診察を受けてください。保護者の方は、ゲームをして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にあります。ゲームを
するときは、次のことに注意しましょう。
・テレビから離れる
・画面の小さいテレビを使う
・明るい部屋でゲームをする
・疲れているときや眠いときはゲームをしない
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、ゲームをする前に医師に相談してください。

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、大け
が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、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。
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。

乾電池について

!  警告
以下の注意事項は、充電式電池または乾電池を使用するすべての製品のご使用に
際して遵守いただきますようお願いいたします。

【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 形アルカリ乾電池 (LR6) 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。

!  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
外しワイヤレス機能をオフにしてください (オン/オフ切り替えスイッチがある場
合)。乾電池を装着したままワイヤレス機能がオンになっている場合、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。

!  注意
無線通信機能を使うときは、心臓ペースメーカーの装着部から 20 cm 以上離す
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明を受けており、家庭
およびオフィス環境での使用を目的としています。
本製品は、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。
本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオや
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。

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 Xbox 360 本体に本製品のためのシステム アップデートを行う。
2 本製品に乾電池を装着する。
3 本製品を Xbox 360 本体にワイヤレスで接続してプレイを開始する。

ワイヤレス スピード ホイールのためのシステム アップデートを行う
本製品を Xbox 360 で動作させるためには、以下の方法で Xbox 360 本体のシステム 
アップデートを行ってください。

Xbox 360 本体を Xbox LIVE® に接続して、自動的にシステム アップデートを行う
1 Xbox 360 本体の電源を入れます。
2 Xbox 360 本体を Xbox LIVE に接続します。
 Xbox LIVE に接続すると、Xbox 360 本体のシステム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、以下の手順は必要ありません。

USB メモリーを使用してシステム アップデートを行う
1 インターネットに接続されている PC を使 用して、Microsoft の Web サイト

(http://www.xbox.com/jp/support/) にアクセスしてください。
2 Web サイトから本製品のためのシステム アップデートを PC にダウンロードしてく

ださい。
3 USB メモリーをコンピューターに接続し、ダウンロードしたシステム アップデート

を USB メモリーに保存してください。
 (書き込み可能なディスクを使用しても構いません。)
4 USB メモリーをコンピューターから外し、Xbox 360 本体に装着して Xbox 360 

本体を再起動します。
 (ディスクに保存した場合、Xbox 360 本体にディスクを挿入するとシステムが自動的

にアップデートされます。)

ワイヤレス スピード ホイール
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同梱のディスクを使用してシステム アップデートを行う
1 同梱のシステム アップデート ディスクを、Xbox 360 本体に入れてください。

アップデートが自動的に開始されます。
2 インストール完了のメッセージが表示されたら、ディスクを取り出し、Xbox 360 

本体を再起動してください。

 【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 
されます。この場合、上記のアップデートは必要ありません (アップデートしよう
としても何も起こりません)。

• Xbox 360本体のシステムのバージョンが最新版の場合、アップデートは必要あり
ません (アップデートしようとしても何も起こりません)。

ワイヤレス スピード ホイールに乾電池を取り付ける
本製品では単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) を使用してください。乾電池の取り外しボタン
とバッテリー カバーは、スピード ホイールの裏側にあります。

1 本製品本体を裏返して、乾電池のリリース ボタンを押します。

2 バッテリー カバーを開きます。

3 新しい単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) 2 個を、バッテリー ケースに記されている
プラス (＋) とマイナス (−) の向きに従って入れます。（充電池のご使用はお勧めし
ません。)

4 バッテリー カバーを元の位置にしっかりと取り付けます。

ワイヤレス スピード ホイールを Xbox 360 本体に接続する
本製品を使用してゲームを楽しむには、本製品を Xbox 360 本体に認識させて接続
する必要があります。
1 Xbox 360 本体の電源を入れます。
 Xbox 360 本体に本製品のためのシステムアップデートが行われていない場合、

「ワイヤレス スピード ホイールのためのシステムアップデートを行う」の説明を参照
して更新してください。

2 本製品のリング ライトが点滅するまで START ボタンまたは Xbox ガイド ボタン
を長押しして本製品の電源を入れます。

3 Xbox 360 本体の接続ボタンと、本製品の接続ボタンを押します。

4 接続中は、本製品の右ハンドル部分のライトが点滅します。ワイヤレス接続が確立
すると、本製品のリング ライトの 1 箇所が点灯します。

ワイヤレス スピード ホイールを使用する
本製品を使用してゲームを楽しむために、ハンドル バーや中央部分に配置されている
各種ボタン、ライト、トリガーなどの機能を設定できます。

センター コントロール
本製品の中央部分 (センター ) には、START、BACK、ガイド ボタンがあります。
リング ライトはガイド ボタンの周囲に配置されています。
本製品の START、BACK ボタンの動作は Xbox 360 コントローラーの START、
BACK ボタンと同じです。
Xbox ガイド ボタンを押して Xbox 360 本体の電源を入れることができます。すでに 
Xbox 360 本体の電源が入っている場合は、Xbox 360 ガイドを呼び出すことがで
きます。本製品の電源を切るには、Xbox ガイド ボタンを 3 秒以上押し続け、[コン
トローラーの電源を切る] を選択してください。
本製品を Xbox 360 本体に認識させると、リングライトの 1 箇所 (クアドラント) が
緑色に点灯して、接続されたコントローラーの番号と配置が一目で分かります。Xbox 
360 本体に接続されたコントローラーが順番に (最大 4 つまで) 接続されるたびに、
割り当てられたクアドラントが点灯します。

ハンドル バー コントロール
ハンドル バーには、右トリガー、左トリガーと、方向パッド、A、B、X、Y の各ボタ
ンがあります。
右ハンドル バーのアクセル トリガーに力を加えることにより、スピードを加速させる
ことができます。A、B、X、Y の各ボタンの動きは、Xbox 360 コントローラーの動
きと同じです。
左ハンドル バーのブレーキ トリガーに力を加えることにより、スピードを減速させる
ことができます。方向パッドの動きは、Xbox 360 コントローラーの動きと同じです。

ワイヤレス スピード ホイールを使用してゲームをプレイする
レーシング ゲームで本製品を使用すると、本製品はステアリング ホイールと同じ動き
をすることができ、上下の動きや傾き、回転などの不要な操作を避けることができます。
ただし、本製品を左右、上下、回転といった操作に対応したゲームで使用する場合は、
ゲームに合わせた動きとなります。

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。

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。

ワイヤレス スピード ホイールが動作しない
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、本製品と 
Xbox 360 本体を接続してください。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。
• 使用している乾電池が新品であることを確認し、正しく取り付けられているかを確認

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な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、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、および部屋の壁から離れ
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® 対応機器は、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 形乾電池を外してく
ださい。その後 1 分待ち、再度、「ワイヤレス スピード ホイールに乾電池を取り付ける」
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 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。また、これらの造作行為を行っ
た場合、保証は無効となります。

• 本製品には、小さな形状の部品が含まれています。3 歳以下のお子様がこれら
の部品を口にすると飲み込んでのどに詰まらせる危険性があるため、お子様の
手の届かない場所に保管してください。

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 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。

■ 分解および改造などを行った場合、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.

■ 本書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
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。Microsoft 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。
Microsoft 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。Microsoft 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 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。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
Bluetooth® は、Bluetooth SIG. Inc. の登録商標であり、Microsoft はそのライセンスに基づき使用しています。


