
 

FUSION PRO 2　
Xbox用 有線コントローラー

日本語ユーザーマニュアル／保証書
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パッケージ内容

●フュージョン プロ２ 有線コントローラー
●プロパックパドル
●USB-Cケーブル（3m）
●トールスティック（凹型凸型各１個付属）　
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アナログスティックの交換 プロパックパドルの取り付け/取り外し

プロパックパドルのマッピング プロパックパドルのリセット 3段階
トリガーロックの調整

注: 使用しないパーツは、保護ケースに保管してください。

注: 残りのプロパックパドルについても同じ作業を繰り返します。
　  プロパックパドルの割り当ては、切断した後もメモリに保存されています。

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

をご参照ください

●プロパック コントローラーカバー
●プレミアムキャリーケース
●ユーザーガイド
●保証書

2 年間の国内正規品限定保証
PowerAアクセサリーの保証の詳細や
サポートについては、裏面の保証規定をご参照ください。
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設定
USBケーブルをXbox本体のUSBポートと、コ
ントローラーのポートに接続します。コント
ローラーのXboxボタンを押し続けて、電源を
[オン]にします。コントローラー本体のプログ
ラムLED接続ランプが点灯し、コントローラー
が接続されたことを示します。

注:ケーブルを取り外すには、ポートの近くを押
さえながらそっと引き抜いてください。

　 USBケーブルの末端近くにはインラインリ
リースプラグもあり、必要に応じて切断でき
ます。プレイヤーとコントローラーの割り当
てについては、公式のXboxユーザーマニュ
アルをご参照ください。

シェアボタンの使用
シェアボタンに関連する機能の詳細について
は、マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマ
ニュアルをご参照ください。

ヘッドセットダイヤルの使用
ヘッドセットをコントローラーの3.5mmオー
ディオジャックに接続すると、ダイヤルがアク
ティブになります。ダイヤルが赤色の状態は、音
声入力がミュートされていることを示します。
ダイヤルを押すことで、ミュート/ミュート解除
します。音量を調整する場合は、左または右に
タップして段階的に調整するか、左または右に
押し続けて音量を最大または最小に調整しま
す。
注: Xbox の [設定] 内のオーディオコントロー
ルが最も優先され、次にヘッドセットダイヤル
が優先され、最後にヘッドセットのオーディオ
またはミュートコントロールが使用されます。

詳細についてはご使用のヘッドセットのマニュ
アルか、マイクロソフト公式HP内にあるXbox
のマニュアルをご参照ください。

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

Q: コントローラーが Xboxに接続されません。
A: Xbox本体の電源が「オン」になっていること
を確認してください。

A:モニターが適切なビデオ入力に設定されて
おり、モニターにXbox本体のインターフェ
イスが表示されることを確認してください。

A:USBケーブルが正しくXbox本体に接続され
ていることを確認してください。

A: USBケーブルが正しくコントローラーに接
続されていることを確認してください。

Q: プロパックパドルが機能していません。
A: プロパックがコントローラーにしっかりと
取り付けられていることを確認します。表面
の「プロパックのマッピング」を確認してく
ださい。

Q: コントローラーは接続されていますが、機
能していません。

A: プレイヤー #1 のコントローラーを使用し
ていることを確認してください。

その他のトラブルシューティングについては、
マイクロソフト公式HP内にあるXboxのマニュ
アルをご参照ください。　　　　

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
合に光過敏性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、光過敏性発作を起こす可能性があ
ります。光過敏性発作の症状は、これまでに発
作の病歴や光過敏性発作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
ご家族の方が光過敏性発作の症状をお持ちの
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 Se r ies 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  ( C o n f o r m i t e  E u r o p e e n e  a k a  
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


