・ ケーブルを引っ張らないでください。感電や火災、故障の原因となります。
・ 本製品のリリースボタンを押して本体ケースを開ける際には、必ず、Xbox 360本体からUSB端子（コントローラー端子）
を抜いて本製品への
通電を切ってください。感電や故障の原因となります。

その他の注意

対応機種：Xbox 360®
Xbox® ガイド ボタン

START
BACK

プロケーブルの接続
アクションボタン

コントロールスティック

・ 床に置かないでください。踏みつけないようにご注意ください。
・ 小さなパーツや端子、
ケーブルなどを口に入れないでください。小さなお子様が近づかないようにご注意ください。
・ ケーブルを身体に巻き付けたり、
人が通る場所に這わさないでください。
・ 端子部に指や金属で触ったりしないでください。
・ シンナーやベンジンなどの揮発油、
アルコールなどでは拭かないでください。本製品は乾いた布で軽く拭いてください。
・ 本製品は所定の用途以外には使用しないでください。
• 本製品には、
プラスチック、
金属部品が含まれています。廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。
・ 本製品のリリースボタンを押して本体ケースを開けた際には、指や手などを挟まないように気をつけてください。
また、
天板部分をカスタマイズする際には、部品や本体などで怪我しないように厚手の軍手などの手袋などをしてから行ってください。
・ 発作について: 以前に発作を起こしたことがない場合でも、
テレビ、
テレビゲームで映し出される光の点滅によって発作や失神が引き起こされる
場合があります。発作、
意識喪失、
またはその他のてんかんに関連する症状を経験した事がある方は、
テレビゲームをする前に医師に相談する
必要があります。保護者の方はお子様がテレビゲームをする時間を把握し、定期的に観察する必要があります。お客様自身、
またはお子様に
次の症状がある場合、
ゲームの使用を止め、医師に相談してください。けいれん、意識喪失、不随意運動、眼または筋肉のけい縮、視覚変化、
見当識障害など。

テレビゲームをする際には次の項目に従ってください。

• 画面からできるだけ遠く離れてください。
• 疲れているときや休息が必要なときはゲームをしないでください。
• 明るい部屋でゲームをしてください。
• １時間ごとに休憩をとってください。
• 手、手首、腕、指先などに痛みやひりひり感、疲れを感じる場合は、
ゲームを中止してください。
痛みやひりひり感が続く場合は、
医師に相談してください。

◯ 保証規定

保証期間内に、
取扱説明書に基づいた正常な使用状況下で、万一発生した故障については、無償で修理・交換をさせて頂きます。
但し、
この保証の権利は、
ご購入頂いたお客様本人に限られ、他の第三者への譲渡は認められません。
1. 本保証は、
日本国内のみ有効です。
2. 保証期間は、
使用開始時期・使用期間に関わらず、販売店の購入証明書（領収書、
レシート）
が発行された購入日から90日間です。
3. 修理・交換後も保証期間に変更はありません。
4. この保証の範囲は、本製品または後継機など同等品との交換、修理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、弊社は一切その責任を負いかねます。
5. 次の場合は保証期間内でも保証は無効です。
（１）保証書と領収書等のご提示・添付が無い場合。
（２）保証書または領収書等に購入年月日・購入店名の記入、捺印またはそれに代わるものが無い場合、
あるいは字句を書き換えられた場合。
（３）使用上の誤り、
または当社以外での改造、修理による故障や損傷。
（４）火災またはその他の天災による故障や損傷。
（５）落下などの衝撃や水没などによる故障や損傷。
（６）本製品を分解した場合。
（７）購入後の輸送、管理・保管上の不備により生じた故障や損傷。
（8）
一般家庭以外
（業務等）
で使用したことによる故障や損傷。

リリースボタン

フェイスプレートのカスタマイズ

この度は、本製品をお買い上げ頂き、
誠にありがとうございます。
本取扱説明書は 本製品を正しく安全にお使いいただくための大切なお知らせですので、必ずお読みください。

安全に使用していただくために

【重要】本製品をXbox 360本体に接続してご使用になる前に、
すべての取扱説明書の安全や健康等に関連
する項目を必ずご確認ください。製品本体のセットアップの仕方や使い方、
お手入れの仕方が正しくない場合、
大けがや死亡など、
人身事故の原因となる
可能性があります。また、製品本体やXbox 360 本体が故障する原因となる可能性があります。

警告

本製品について異常を感じた場合には、
USB端子（コントローラー端子）
をXbox 360本体から抜いてください。
次のような場合はすぐにUSB端子（コントローラー端子）
をXbox 360本体から抜き、
弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
・ 本製品から煙や異臭が出ている場合。
・ 本製品の上に液体をこぼした場合。
・ USB端子（コントローラー端子）
やケーブルが損傷している場合。

感電・火災に注意

感電や火災により、
死亡やけがの原因となる可能性がありますので、
次の指示に従ってください。
・ 雷が鳴り出したら、本製品に触れないでください。感電の原因となります。
・ 濡れた手で本製品に触れないでください。感電や故障の原因となります。
・ 本製品の使用後は、必ずXbox 360本体から本製品のUSB端子
（コントローラー端子）
を抜いて、本製品への通電を切ってください。
・ 直射日光に当たる場所や、熱器具の近くなど高温になるところに置かないでください。火災や故障の原因となります。
・ 防水仕様ではありません。水が掛かるところや雨や湿気にさらしたりしないでください。感電や火災、故障の原因となります。
・ 水や洗剤などを含んだ布で拭かないでください。感電や火災、
故障の原因となります。
・ 分解や改造、
自分での修理は絶対にしないでください。 感電や火災、
故障の原因となり、
また、製品保証対象外となります。

◯ 修理品の送付について

故障かな？と思われましたら、
本書に記載されている情報やホームページをもう一度ご確認ください。
その上で、修理・交換が必要な場合は、
恐れ入りますがカスタマーセンターまで、
お電話にてご連絡頂いた後、以下のご対応をお願いいたします。
• マッドキャッツ カスタマーセンターにお問い合わせ頂き、 修理依頼番号と送付先住所等を入手願います。
• 送料はお客様負担にて、
弊社指定の送付先に修理依頼品を発送願います。
• 購入日が記載された購入時のレシートまたは領収書のコピーと保証書を修理依頼品に同梱願います。
• 修理依頼番号と製品型番、
不具合内容、
お名前、正確な差出人住所と日中に連絡可能な電話番号、Eメールアドレスを記載したメモを修理依頼品
に同梱願います。
• 修理対象の製品を返品する際は、
できるかぎり購入時のパッケージで梱包して頂き、輸送による損傷を防ぐようお願いします。

◯ お問い合わせ先

最新情報や、
よくある質問については、
マッドキャッツ社のオンラインサポートページを参照してください。

オンラインサポートページ: www.madcatz.co.jp/support
マッドキャッツ カスタマーセンター
Eメール: jpsupport@madcatz.com
ナビダイヤル: 0570-00-2289
(営業時間: 月〜金、午前10〜12時、
午後1〜5時、
ただし土日祝日および会社休業日を除く)

本体ケースを開く

1. 本製品の手前側にあるリリースボタンを押してください。
2. リリースボタンを押し続けながらフェイスプレート部分を持ち上げて本体ケースを開いてください。
3. 本体ケースを閉じる時にはリリースボタンがカチッと音がするまで、
ゆっくりとフェイスプレート部分を降ろしてください。
ご注意： 閉じるときは、手や指、
ケーブルなどを挟まないように気をつけてください。

◯ セットアップ方法
プロケーブルの接続

1. 本製品の手前側にあるリリースボタンを押してください。
2. リリースボタンを押し続けながらフェイスプレート部分を持ち上げて本体ケースを開いてください。
3. 本体ケースを開いてから内部にあるプロケーブルを取り出してください。
プロケーブルを取り出した後は、
リリースボタンがカチッと音がするまで、
しっかり本体ケースを閉じてください。
4. 本体の側面にある端子にプロケーブルをしっかり差し込んで接続後、
ネジのように回転させてしっかりロックしてください。
但し、締め付け過ぎないように注意してください。
5. プロケーブルのUSB端子（コントローラー端子）
をXbox 360本体に接続してください。
6. プロケーブルを取り外す際には、取り付けた時とは逆の順序で取り外してください。

◯ 機能説明
フェイスプレート部分のカスタマイズ

本製品は、
お好みに応じてフェイスプレートをカスタマイズすることができます。
1. 上記の
「本体ケースを開く」
の項目を確認して本体ケースを開いてください。
2. 本体ケース内部にある工具を使ってスティックのボール部とスティックのカバー類を取り外してください。
a. 工具をマイナスドライバにセットし、
スティックの軸の下側にあるマイナスネジのところに固定し、抑えながら、
スティックのボール部を時計とは逆方向に回します。
b. ボール部が外れます。
c. スティックのカバーとダストカバーが外れます。
3. 工具の軸を逆さにして、
マイナスドライバから六角レンチにセットし、本体ケースの天板の裏側にある８個の六角ネジを取り外してください。
4. 枠とフェイスプレートカバー部分を取り外してください。
5. 新しいデザインのフェイスプレートを差し込んでください。
6. 取り外した時とは逆の順序でフェイスプレートカバーや枠、
ボールなどを取り付けてください。

◯ FAQ よくある質問

Q：本製品を接続しても、Xbox 360本体に認識されません。
A：USB端子（コントローラー端子）
をしっかりとXbox 360本体へと接続してください。また、
プロケーブルの端子部をしっかり接続してください。
リリースコネクターをしっかりと接続してください。接続がゆるいと接触不良を起こし、認識ができない場合があります。
特に本体から離して接続する場合（ケーブルをいっぱいに引き出す場合）
はご注意ください。
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※ 本製品の外観及び仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※ 取扱説明書に使用されている画像と本製品は多少異なる場合があります。
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。

