
USB充電ケーブルを、
バッテリーとXboxに接続します

充電式バッテリーをコントローラーの 
背面に取り付けます
バッテリーの向きにご注意ください

対応するバッテリーカバーを
取り付けます
カバー背面にA・B表記あり

B
XBOX

SERIES X|S

A
XBOX
ONE

日本語ユーザーマニュアル/
保証書

2年間の国内正規品限定保証
正規PowerAアクセサリーの保証の詳細やサポートについては、
裏面の保証書をご参照ください。

プレイ & チャージキット パッケージ内容:
•  (2) 1100 mAh 充電式バッテリー
• バッテリーカバー 
 (2) [A]Xbox One 
 (2) [B]Xbox Series X|S

•  USB充電ケーブル （3ｍ）
•  ユーザーマニュアル
•  保証書

使用方法:
1. Xboxワイヤレスコントローラーの背面に充電式

バッテリーを取り付けます。バッテリーの向きに注
ご意ください。

2. バッテリーカバーの対応機種を確認した後、Xbox

ワイヤレスコントローラーの背面に適切なバッテ
リーカバーを取り付けます。Xbox One の場合は
[A]、Xbox Series X|S の場合は[B]。（カバー背
面にA・B表記あり）

3. USB ケーブルをバッテリーとXboxに接続しま
す。

4. LEDの色で充電状態を確認してください。充電中
は赤色、フル充電後は白に変わります。

注: バッテリーの充電レベルについては、Xboxの操
作画面を確認してください。コントローラーに取
り付けられていない場合でも、バッテリーを充電
できます。充電中もコントローラーを使用するこ
とができます。

FAQ については
accobrands.co.jp/faq/brand_list/powera/

をご参照ください
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充電
• 付属のUSBケーブルのみを使用してください。
• USB充電ケーブルを、他のUSB ACアダプターに接続しない

でください。
• 1100mAh充電式バッテリーを、マットレス、ソファ、その他の

可燃性素材の上で充電しないでください。
• 充電式バッテリーを長時間放置しないでください。
• 充電している間は、毛布、枕、寝具などでコントローラーを覆わ

ないでください。
• 適切に換気を行ってください。

警告 - バッテリーの液漏れ
バッテリーパックに含まれる材料の漏れ、または製品の材
料の燃焼は、人身傷害やゲームコントローラー損傷の原因
となる可能性があります。皮膚に付着しないようにしてくだ
さい。付着した場合は、すぐに石鹸と水で十分に洗ってくだ
さい。バッテリーパックから漏れた液体が目に入った場合
は、すぐに水で十分に洗い流し、医療専門家に相談してくだ
さい。

バッテリーの警告:
• 充電バッテリーを自分で改造しないでください。バッテリーが

損傷し、過熱、火災、けがの原因となる可能性があります。
• デバイスのリチウムイオンバッテリーは、家庭ごみとは別にリ

サイクルまたは廃棄する必要があります。自治体のルールお
よびガイドラインに従って廃棄してください。

• 充電式バッテリーを使用した製品を、高温な環境（強い直射日
光の当たる場所や炎天下の車内など）で使用または放置しな
いでください。過熱、発火の原因となる場合や、性能が低下
し、耐用年数が短くなることがあります。

• 静電気の多い場所で充電式バッテリーを使用しないでくださ
い。内部の安全装置が損傷し、危険な状況を引き起こす可能
性があります。

• バッテリーの液漏れにより電解液が目に入った場合は、目をこ
すらないでください。きれいな流水で目を洗い、すぐに医師の
診察を受けてください。目を傷つけたり、失明したりする恐れ
があります。

• バッテリーの使用中、充電中、保管中に、異臭、発熱、その他の
異常が見られた場合は、すぐにバッテリー充電器から取り出
し、金属製の箱などの密閉容器に入れてください。

• 廃棄されたバッテリーは火災の原因となる可能性があること
に注意してください。

• コントローラーを加熱または焼却しないでください。

トラブルシューティング

最新のFAQについては、https://accobrands.co.jp/faq/
brand_list/powera/をご参照ください

Q1: プレイ&チャージキット充電式バッテリーが充電されて
いません。

A1:充電式バッテリーを充電するには、電源の入ったXBOX
本体が必要です。Xboxの電源がオンになっていること
を確認してください。

A2:USB充電ケーブルが、充電式バッテリーやXboxに正し
く接続されていることを確認してください。

A3:充電式バッテリーとバッテリーカバーが正しく取り付け

られていることを確認してください。

警告: プレイする前にお読みください

まれに特定の光パターンや光の点滅を見た場合にてんかん発
作を起こす場合があります。特定のパターンを見たとき、または
ゲームのプレイ中にも、てんかん発作を起こす可能性がありま
す。てんかんの症状は、これまでにてんかん発作の病歴やてん
かん症状の経験のない人でも同様に起きる可能性があります。
ご自身またはご家族の方がてんかんの症状をお持ちの場合は、
ゲームをプレイする前に医師にご相談ください。またゲームの
プレイ中に次の症状(めまい、視覚変化、目元のけいれん、意識
消失、方向感覚消失、あらゆる不随意運動、けいれん)が生じた
場合には、直ちにゲームを中止し、再開する前に医師にご相談く
ださい。

プレイ中の警告

ビデオゲームのプレイで、筋肉、関節、皮膚、目を傷つけることが
あります。腱炎、手根管症候群、皮膚刺激、目の疲れなどの問題
を防ぐには、次の指示に従ってください。
• 長時間のプレイは避けましょう。必要があると思われない場合

でも、1時間毎に10～15分程の休憩をとりましょう。保護者
の方はお子さんが適度なプレイをされるように監視してくだ
さい。

• プレイ中に手、手首、腕、目の疲れや痛み、うずき、しびれ、焼け
るような刺激や凝りなどの症状を感じた場合は、プレイを停止
し、プレイを再開するまでに数時間の休憩をとりましょう。

• プレイ中または後に上記の症状やその他の不快感が続く場合
は、プレイを停止し、医師の診断を受けてください。

米連邦通信委員会 (FCC) に関する声明
本装置は、FCC 規制第 15 部に準拠しています。この機器の操
作に際して、次の 2 つの条件に従ってください。
1.本装置で有害な干渉を引き起こしてはならない。
2.本装置は、操作に悪影響を及ぼす恐れのある干渉を含む受信

したいかなる干渉も受け入れる。
警告:順守に対し責任がある当事者が、明示的に承認されてい
ない本装置への変更または改造を行うと、ユーザーが本装置を
操作する権利を失うことがあります。
注: 本装置は FCC 規制第 15 部に従って検査を受け、クラス 

B デジタル機器の制約に準拠することが判明しています。

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
このデバイスには、カナダのイノベーション・科学・経済開発省の
ライセンス免除 RSS に準拠するライセンス免除送信機/受信
機が含まれています。
この機器の操作に際して、次の2つの条件に従ってください。
1. この機器は干渉を引き起こしてはなりません。
2. この機器は、機器の望ましくない動作を引き起こす可能性

のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れる必要があり
ます。

製造元
ACCO Brands USA LLC 4 Corporate Drive,
Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | 
中国製

その他の法律
©2022 ACCO Brands USA LLC.PowerA および 
PowerAロゴは、ACCO Brands Corporation の商標です。
Microsoft、Xbox、Xbox “Sphere” デザイン、
Xbox Series X|S、Xbox One、および 
Windows は、Microsoft グループ企業の商標です。その他の
商標はすべて各所有者に属します。
 

地域のコンプライアンスシンボル
詳細については、各シンボル名を Web 検索することによってご
覧いただけます。
電気電子機器廃棄物 (WEEE): 電気および電子機器には、人体
の健康や環境に有害な影響をもたらす可能性がある材料や物
質が使用されています。この記号は、この機器が分別されてい
ない都市ごみとして処理してはならず、個別に収集される必要
があることを示します。
電気電子機器廃棄物の個別収集システムを運用しているEU、
英国、その他のヨーロッパ諸国で電気電子廃棄物をリサイクル
するために、収集拠点経由で機器を処分してください。適切な
方法で機器を処分することにより、廃棄機器の誤った処理によ
り環境や公衆衛生にもたらされる可能性のある危険を回避す
るのに役立ちます。材料をリサイクルすることは、天然資源の保
護にも役立ちます。
CE (Conformite Europeene aka European Conformity) 
マークは、製品が健康、安全、および環境保護に関する欧州指令
および規則を順守しているという製造元の宣言です。 
UKCA (UK Conformity Assessment) マークは、製品が健
康、安全、および環境保護に関する英国の規則を順守している
という製造元の宣言です。
RCM (Regulatory Compliance Mark) マークは、電気的安
全性および/または電磁両立性 (EMC) に関するすべての技術
的および記録保持要件を含む、該当するすべてのACMA (オー
ストラリア通信メディア庁) 規制の取り決めに、製品が準拠して
いることを視覚的に示しています。

保証規定
パッケージに貼り付けられた保証書をご確認のうえ、大切に保管
してください。
お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりま
すのでご注意ください。
保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規
定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求
めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内でも次のような場合には有償修理、または有償交換
となります。

・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損
傷

・お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または
損傷

・火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電
圧、その他外部要囚による故障または損傷

・過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
・保証書の提示のない場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管
してください。
保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束
するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権
利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理
等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へ
お問い合わせください。

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
www.accobrands.co.jp
e-mail: jp.service@acco.com


