
ワイヤレス7.1　LIGHTSYNC
ゲーミング ヘッドセット

G935

ユーザーガイド

M/N: A-00079, A-00080
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パッケージ内容

1. G935ゲーミング ヘッドセット
2. カスタムタグ（右/左）

3. 充電ケーブル（USB - Micro-
USB、2m）

4. 3.5mmケーブル（1.5m）
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機能

1. 調整可能なパッド付き合成皮革ヘッド
バンド

2. 取り外し可能なバックライト カスタ
ムタグ 

3. ブームマイク ミュート インジケータ
ーLEDライト

4. 収納式ブームマイクは 
「上」位置で自動的にミュートにな
ります

5. ライトゾーン  
(Gロゴ + ライトストリップ）

6. 手入れしやすい合成皮革イヤーパッド

7. ワイヤレス オン/オフ スイッチ
8. Pro-Gオーディオドライバー
9. プログラム可能なボタン(G1/G2/G3)

10. バッテリーはイヤーカップ内に収納
11. マイクミュート
12. 音量ホイール
13. 3.5mm  

(モバイル）接続
14. USB充電接続
15. USBワイヤレス アダプター
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1. ワイヤレス オン/オフ スイッチ
2. G3（プログラム可能）：  

デフォルトのイコライザー (EQ) サイ
クル
• ロジクールGハブ ソフトウェアのEQ

設定を循環
3. G2（プログラム可能）： デフォルトの

サラウンドサウンド オン/オフ
4. G1（プログラム可能）： ライトの循環

• ロジクールGハブ ソフトウェアのライ
ト設定を循環（ブリージング、シアン
点灯、カスタム、オフ）

5. マイクミュート
6. 音量ホイール

G1、G2、G3はロジクールGハブ ソフト
ウェアでプログラム可能（パソコン モー
ドのみ）：  
www.logicool.co.jp/support/g935 
注： ワイヤレス オン モードでは、ボタンおよ
び音量ホイールのみが動作します。 一部のボタ
ンと機能を使用するするには、パソコン接続お
よびロジクールGハブ ソフトウェアが必要な場
合があります。

ヘッドセットのボタンレイアウト
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電源マネージメント

G935ワイヤレス ヘッドセットは、右イヤ
ーカップに収納されたバッテリーで動作し
ます。 G935ワイヤレス ヘッドセットを
使用しないときは、本体下部にあるUSBポ
ート経由で充電してください。 バッテリ
ー残量が完全になくった場合、標準USB
出力でバッテリーをフル充電するのに約
3.5時間かかります。 最適に使用するため
に、初回の使用前には本体を接続し、完全
に充電してください。 

ロジクールGハブ ソフトウェア 
ロジクールGハブ ソフトウェア
のホーム画面には、バッテリー
残量インジケーターがあります。
 

この表示は充電量を示します
この表示は本体が充電中であること
を示します

バッテリーの重大な警告
G935ゲーミング ヘッドセットでは、バッ
テリー残量が少なくなるとトーンが鳴りま
す。 残量が少なくなると、ヘッドセット
のライトが暗くなります。 残量が危険な
レベルになると、トーンが鳴り、照明が消
えます。 このトーンが聞こえたら、USB
充電ケーブルをヘッドセットに直ちに差し
込み、リスニングやゲーミングが中断しな
いようにします。 

充電インジケーター
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音声信号を15分間受信しなかった場
合、G935はバッテリーを節約するために
スリープモードに入ります。
スリープモード中は、本体のライトがブリ
ージング モードになり、USBワイヤレス 
アダプターの接続が解除されます。
スリープモードを解除するには、ヘッドセ
ットのボタンを押します。
スリープモードのまま30分が経過する
と、バッテリーを節約するために本体の
電源が完全に切れます。 この状態からヘ
ッドセットを起動するには、電源スイッチ
を一度オフにしてから再度オンに入れる
必要があります。 長時間ヘッドセットを
使用しない場合、ヘッドセットをオフに
し、USB経由で充電してください。

ヘッドセットをオンにすると、トーンが鳴
り、ヘッドセットがオンになったことを知
らせます。 電源オンの照明サイクル シー
ケンスが実行されてから、現在選択されて
いる照明に切り替わります。
本体をオフにすると、青に切り替わり、
電力が下がるにつれてフェードアウトし
ます。

アイドル スリープ モード オン/オフのトーンと照明
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ワイヤレス オン/オフ

G935には、ワイヤレス オンとワイヤレス 
オフの2種類の動作モードがあります。 

ワイヤレス オン
ワイヤレス オン モードでは、カスタム サ
ウンド プロファイル、RGBライト、マイ
ク、マイクミュート、ワイヤレスおよび
オーディオ ミキシングを含む、ほとんど
のヘッドセット機能を利用できます1。 バ
ッテリー残量が低くなると、照明が暗く
なり、低バッテリー残量の通知音が鳴りま
す。 バッテリー残量が危険なレベルにな
ると、照明がオフになります。

ワイヤレス通信可能範囲2

屋内： 15 メートル

バッテリー駆動時間3

照明なし： 12時間 
デフォルト照明： 約 8 時間

1 一部の機能にはロジクールGハブ ソフトウェアが必要です。 
2 環境状態によって、範囲は異なる場合があります。
3 充電式バッテリーの充電サイクル数は限られています。  

50%の音量で測定されたバッテリー寿命です。

ON
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ワイヤレス オフ（パッシブ モード）
ワイヤレス オフ モード（パッシブ モー
ド）では、ヘッドセットは、受動的な、電
力供給のないモードで動作します。 ヘッ
ドセットは、ヘッドセット上の3.5mm入
力を介して接続されたデバイスからオーデ
ィオを再生します。
7.1サラウンドサウンド、カスタム サウ
ンド プロファイル、ヘッドセット上ボタ
ン、音量ホイールの操作、およびボタン/
照明のカスタマイズ機能などの、電力が
必要な機能は、このモードでは利用でき
ません。
このモードでは、ヘッドセット上の
3.5mmオーディオポートを介して接続さ
れたデバイスでブームマイクは利用でき
ません。
このモードを使って、バッテリー寿命を維
持することができます。

OFF
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パソコンのセットアップ（パソコン モード）

1. ロジクールGハブをダウンロー
ドしてインストールします： 
www.logicool.co.jp/support/g935 

2. スイッチを「ワイヤレス オン」に入れ
ます。

3. USBワイヤレス アダプターをパソコン
に接続します。 ヘッドセットが自動的
に接続されます。

音源のミキシング 
USBワイヤレス アダプターで接続中
に、3.5mmケーブルを使ってG935を別の
音源（スマートフォンなど）に接続するこ
ともできます。 両方の音源を同時に再生
することができます。

USB

ON
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パソコンのセットアップ（3.5MM
接続）
G935は、3.5mmケーブルのみでオーディ
オデバイスに接続することもできます。
1. パッシブ オーディオ モードの場合は

スイッチを「ワイヤレス オフ」モード
に設定し、追加機能が含まれるアクテ
ィブ オーディオ モードの場合は「ワ
イヤレス オン」モードに設定します 
(「ワイヤレス オン/オフ」セクション
を参照）。

2. 3.5mmケーブルを使ってパソコンに接
続します

7.1サラウンドサウンド、ヘッドセット上
ボタン、音量ホイールの操作、および照明
とボタン機能のカスタマイズを含めた一部
の機能は、USB接続がないと利用できませ
ん。 「ワイヤレス オフ」モードの間、ブ
ームマイクは3.5mmデバイスでは利用で
きません。
一部のパソコンでは、このモードでマイク
機能を使うには、3.5mm 4極-マイク/ス
テレオ スプリッタ アダプター（別売）が
必要です。

3.5mm

OFF

1

2

パソコンのセットアップ（3.5MM接続）
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モバイルデバイスのセットアップ

1. パッシブ オーディオ モードの場合は
スイッチを「ワイヤレス オフ」モード
に設定し、追加機能が含まれるアクテ
ィブ オーディオ モードの場合は「ワ
イヤレス オン」モードに設定します 
(「ワイヤレス オン/オフ」セクション
を参照）。

2. 3.5mmケーブルを使ってヘッドセット
をモバイルデバイスに接続します。
ブーム マイクは、ワイヤレス オン モー
ドでは利用できません。

3.5mm

OFF
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コンソールのセットアップ： XBOX ONE™、PS4™またはSWITCH™

1. パッシブ オーディオ モードの場合は
スイッチを「ワイヤレス オフ」モード
に設定し、追加機能が含まれるアクテ
ィブ オーディオ モードの場合は「ワ
イヤレス オン」モードに設定します 
(「ワイヤレス オン/オフ」セクション
を参照）。

2. 3.5mmケーブルを使ってヘッドセッ
トをコンソールのコントローラに接続
します。
• Xbox Oneには、Xbox Oneヘッドセ

ットアダプター（別売）が必要な場合
があります。

PlayStationのセットアップ（設定）
1. セットアップ
2. [設定]を開きます
3. [サウンドと画面]を選択します
4. [オーディオ出力設定] を選択します
5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべてのオ

ーディオ]に設定します

Xbox Oneでは、ヘッドセットは、USBワ
イヤレス ミックス アダプター経由では動
作しません。
ブーム マイクは、ワイヤレス オン モード
では利用できません。

3.5mm

OFF

1

2
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SONY PLAYSTATION® 4およびNINTENDO SWITCHの別のセットアップ

ワイヤレス動作
1. スイッチを「ワイヤレス オン」に入れ

ます。
2. USBワイヤレス アダプターを使って、

ヘッドセットをゲーム機に接続します。
注： PlayStation 4に接続すると、一部のボタ
ンおよび機能が動作しない場合があります。 
PlayStationでは、照明およびボタンのプログ
ラミングはできません。 PlayStationに接続
している間は、7.1サラウンドサウンドは利用
できません。 

PlayStationのセットアップ（設定）
1. USBまたは3.5mmケーブルを使ってヘ

ッドセットを接続します
2. [設定]を開きます
3. [サウンドと画面]を選択します
4. [オーディオ出力設定] を選択します
5. [ヘッドフォンへの出力]を[すべてのオ

ーディオ]に設定します

Nintendo Switchのセットアップ 
(設定）
1. スイッチを「ワイヤレス オン」に入れ

ます
2. USBワイヤレス アダプターを、Switch

のTVドック内にあるUSBポートに接続
します

3. オーディオの出力先が自動的にヘッドセ
ットに切り替わります
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• ゾーン1： Gロゴ
• ゾーン2： ライトストリップ
各ライトゾーンはロジクールGハブでプロ
グラムできます（パソコン モードのみ）
。www.logitech.com/support/g935 

タグのカスタマイズ
左右のカスタムタグを外し、カスタムタグ
に置き換えることができます。

ロジクールGハブ ソフトウェア
ロジクールGハブ ソフトウェアを使
って、Gキーボタン、照明、イコライ
ザー、およびサラウンドサウンド プロ
ファイルのプログラミングができます。
 
1. LIGHTSYNCライト
2. 割り当て
3. 音響
4. イコライザー

1 2

1
2
3
4

RGBライトゾーンのカスタマイズ



15

デフォルトで、G1およびG3ボタンは、
照明およびイコライザー プロファイルを
循環するように、事前プログラムされて
います。
ロジクールGハブ ソフトウェアをインスト
ール済みのシステムにヘッドセットを接続
すると、ロジクールGハブ ソフトウェアで
プログラムしたすべてのイコライザーとラ
イトオプションを循環します。
ロジクールGハブ ソフトウェアがインス
トールされていないシステムにヘッドセ
ットを接続した場合は、ヘッドセットの
オンボード メモリに保存されたカスタム
のライト/イコライザー プロファイルを循
環します。 これらのプロファイルはロジ
クールGハブ ソフトウェアでプログラム
できます。

G3

G1

色/イコライザーの循環
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デバイスのペアリングを解除した場
合や、USBワイヤレス アダプターを交換
した場合は、以下の手順に従ってUSBワイ
ヤレス アダプターとデバイスをペアリン
グしてください。
1. USBワイヤレス アダプターを接続し

ます
2. アダプター上のリセットポートにピンを

挿入し、ペアリングモードを開始します
3. アダプター上のライトが点滅します
4. ヘッドセットをオンにします
5. [マイク ミュート]ボタンを15秒間押し

続け、ペアリングモードを開始します
6. ヘッドセットのGロゴが緑色で点滅し、

ペアリングモードになったことがわか
ります

7. ペアリングが完了すると、ロゴが点灯
してから、現在選択されているライト
に戻ります

アダプターLEDライト

ペアリング方法
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イヤーパッドのクリーニング

1. 取り外し 2. 洗浄
a. 取り外したら、軽く

湿らせた布でイヤーパ
ッドの汚れを拭き取
ります。 洗浄液は使
用しないでください。

b. 柔らかいタオルを押
し付けて乾かしてくだ
さい。絞らないでく
ださい。

c. 再度取り付ける前
に、自然乾燥させてく
ださい。

3. 交換
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