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重要なお知らせ安全性、コンプライアンスおよび製品保証

製品の使用前にマニュアルをお読みください。

製品の安全な使用ガイドライン
• 製品を開いたり変更したりしないでください。
• 本製品を分解したり、修理を試みたりしないでください。
• 本製品は、通常の操作状態および当然予測可能な操作状態において安

全です。
• 製品が適切に動作しない場合、ロジクールサポートまでお問い合わせ

ください。
• 点検や修理の場合は、メーカーに製品を戻してください。
• 本製品はお子様用ではなく、14歳未満のお子様による使用を意図され

ていません。
ロジクールのコンプライアンス｡製品の安全性、EMC、RFおよびエネルギ
ーの情報については、www.logicool.co.jp/complianceをご覧ください。
製品のコンプライアンスに関してメンテナンスは必要ありません。
本製品は、EU、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、インド、中国お
よび台湾における、有害物質の使用制限 (RoHS)、および電子機器と電気機
器廃棄物の管理 (WEEE) に関連する法的規制に従っています。RoHSおよ
びWEEEに関する情報については、www.logicool.co.jp/complianceをご
覧ください。 

電池、電子機器および電気機器は、家庭廃棄物と共に処分しては
いけません。環境および人々の健康への悪影響を防ぐために、可
能な限りそれらを分離して、適切なリサイクル品収集場所に持参
してください。詳細については、地方自治体または購入元にお問
い合わせいただくか、あるいはwww.logicool.co.jp/recycling.を
ご覧ください。

ロジクール（Logicool）のハードウエア製品の限定保証
ロジクールは、購入日（または特定の管轄区域で義務づけられている場合は
配送日から)、 製品パッケージ または保証書に記載された期間、購入された
製品の仕様に基づき、お使いのロジクール ハードウェア製品に素材および
施工の欠陥がないことを元の購入者に保証します。適用法によって禁じられ
ている場合を除き、本保証は譲渡不可であり、元の購入者および製品が購入
された国に限定されます。本保証はお客様に特定の法的権利を与えるもので
あり、お客様は、現地の法律によって異なる場合のある、より長期の保証期
間を含めたその他の権利を有する場合があります。

はじめに行って頂く事 
保証クレームがあると思う場合、まずwww.logicool.co.jp/supportにアクセ
スしてください。ここでは、様々なサポートおよび「よくある質問」のペー
ジで、役立つ技術的サポートを検索することができます。
弊社のウェブサイトでソリューションが見つからなかった場合、製品を購入
した小売店に連絡してください。有効な保証クレームは通常、購入後30日
間は、購入した小売店を通して処理されます。この期間は、小売店によって
異なる場合があります。
購入した小売店を通して保証クレームを処理できない場合、弊社の「サポー
ト保証に関するよくある質問」セクションにアクセスし、弊社のサポート部
門への連絡方法をお探しください。

救済措置
保証の違反に関するロジクールの全責任およびユーザーの排他的救済は、
ロジクールの判断で、(1) ハードウェアの修復または交換、または (2) 購入
場所またはロジクールが指示するその他の場所に保証書、レシートまたは日
付いりの領収書を添えてハードウェア製品が返品された場合に限り、支払
われた代金を返還することとします。適用法により禁じられている場合を
除き、送料および取扱手数料が適用される場合があります。ロジクールは独
自の判断で、製品を交換、機能的に同等な製品を用意する提案、あるいは、
新しい、整備済、または中古の部品を使って製品を修理する（当該の部品が
製品の技術仕様に準拠している限り）ことができます。交換されたハードウ
ェア製品の保証期間は、当初の保証期間の残り期間または30日間のうち、
いずれか長い方とし、あるいはユーザーの管轄区域で適用される場合のある
追加の期間保証されます。
本保証は、(1) 事故、誤用、不正使用、あるいは未許可の修理、変更また
は分解、 (2) 不適切な操作または保守、製品の取扱説 明書に従わない使用
法、または不適切な電圧源への接続、(3) ロジクールから供給されたもの
以外の交換バッテリーなどの消耗品の使用 (そのような制限が適用法によ
って禁じられている場合を除く)、 (4) ロジクールのハードウェア製品に
元々同梱されていた部品の紛失、 (5) 非ロジクール ブランドの部品または
アクセサリ（ロジクールのハードウェア製品と共に販売されていた場合を
含む)、(6) ロジクールのハードウェア製品を使ってアクセスまたは管理でき
る、非ロジクール サービス、あるいは (7) 通常の摩耗および裂傷、から生
じた問題または損傷を対象としません。
本限定保証は、いかなる状況でも、ロジクール製品以外の電子機器または個
人財産の交換または返済を対象としません。本保証は、エンドユーザーに無
料インターネットアクセスを提供する目的で企業が使用するロジクール製品
も対象としません。

ユーザー登録について

商品に関するお問い合わせ

G-PHS-003

620-009336.002

Logicool® PRO X Gaming Headset

ユーザー登録は、弊社ホームページ
http://www.logicool.co.jp にてオンラインで受け付けております。

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本保証書は、お買い上げいただいた
製品の保証サポートをお受けになる際に必要ですので、大切に保管してください。保証規定については、
株式会社ロジクールのウェブサイトに掲載されている「ロジクールのハードウェア製品の限定保証」

（http://www.logicool.co.jp/warranty)又は製品に同梱されている保証規定をご覧ください。

お客様へ

株式会社ロジクール

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

製品名

保証書

お客様

お名前 様

ご住所

電話
番号

保証期間 ご購入日から2年間

型　番

ご購入日 年　　　　　　 月　　　        　日

販売店名

〒

印

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

http://www.logicool.co.jp/support
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パソコン用のセットアップ
1 マイクを接続します
2 コンソール/パソコン ケーブルをヘッドセットに接続します
3 USB DACを使用する場合：

1. コンソール/パソコン ケーブルをUSB DACに接続します
2.  USB DACをパソコンに接続します*1

4 パソコンのサウンドカードを使用する場合：
1.  コンソール/パソコン ケーブルをパソコン スプリッタに接続

します
2.  パソコン スプリッタをパソコンのヘッドフォンポートとマイクポ

ートに接続します

1  同梱のUSB DACを使用すると、パソコンで5バンドEQチュー
ニング、DTS Headphone:X 2.0およびBlue VO!CEマイクフィルタ
リングを利用できます。Logicool G HUBソフトウェアのダウンロー
ドが必要です。 
5バンドEQチューニング、DTS Headphone:X 2.0および
Blue VO!CEは、パソコンのサウンドカードを使用する場合は利用
できません。

USB
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ゲーム機用のセットアップ
�(XBOX�ONE™、PLAYSTATION®4）
1 マイクを接続します
2 コンソール/パソコン ケーブルをヘッドセットに接続します
3 もう一方をコントローラーに接続します*2

2  手順は、お使いのシステムのバージョンによって異なる場合があ
ります。 
その他の情報については、コンソールのクイックスタートガイドを
確認してください。 
PS4およびXbox Oneは、アナログ ケーブルを使用した場合のみ
ステレオ モードで動作します。一部のXbox Oneコントローラー
では、Xbox Oneステレオ ヘッドセット アダプター（別売）が必要に
なる場合があります。 
5バンドEQチューニング、DTS Headphone:X 2.0および 
Blue VO!CEは、ゲーム機のコントローラーに接続した場合は利用で
きません。

3.5mm
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マイクの位置調整
1 マイクを外します
2 モバイル ケーブルをヘッドセットに接続します
3 モバイル ケーブルをスマートフォンに接続します*3

3  5バンドEQチューニング、DTS Headphone:X 2.0および 
Blue VO!CEは、モバイルデバイスでは利用できません。
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よくある質問
質問： カスタムEQをUSB DACに保存するにはどうすればよいですか？
回答：  USB DACをパソコンのUSBポートに接続してから、G HUBソフトウ

ェアを使って、お気に入りのプロゲーマーが公開しているEQ設定を
ダウンロードするか、独自のカスタムEQ設定を作成します。G HUB
を使ってEQ設定をDACに保存すれば、G HUBがインストールされて
いない大会会場のパソコンでもカスタムの設定を使用できます。

質問： Blue VO!CE設定をUSB DACに保存できますか？
回答：  いいえ。Blue VO!CEテクノロジーは、G HUBソフトウェアがイン

ストールされたパソコンにUSB DACで接続した場合しか利用で
きません。

質問： DTS Headphone:X 2.0設定をUSB DACに保存できますか？
回答：  いいえ。DTS Headphone:X 2.0は、G HUBソフトウェアがイン

ストールされたパソコンにUSB DACで接続した場合しか利用で
きません。

gaming.logicool.co.jp/GHUB
https://support.logicool.co.jp/ja_jp/product/proxheadset

マイクの位置
マイクは口角の位置に合わせるのが最適です。この位置ならマイクが
息の音を拾わないので、声がはっきりと伝わります。



© 2019 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicool G、Logiおよび各ロゴは
Logitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。 DTS特許については、http://
patents.dts.comをご覧ください。DTS Licensing Limitedからライセンスを受けて製造しています。DTS、シンボル、& DTSとシ
ンボルの組み合わせ、Headphone:XおよびDTS Headphone:Xロゴは、米国および/またはその他の国々におけるDTS, Inc.の登
録商標または商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。
WEB-621-001477.003

製品サポート
ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、
製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供
していますので、ぜひご利用ください。
http://www.logicool.co.jp

カスタマーサポート
株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
support.logicool.co.jp


