
深圳市战歌智控科技有限公司

1、附件文件名：R100 Pro          包材-产品说明书

2、成品尺寸：

3、材质：128g铜版纸+过哑膜+骑马钉

4、工艺：4C
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© 2021 BIGBIG WON Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from pictures.
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· Currently, only the official controller of the compatible device is supported.
· Only PS4 version games can be supported on PS5.

A

Package contents
R100 Pro USB wireless adapter
Instruction manual
   Devices with available USB ports

Supported Platform
PS5 / PS4 / Switch / Switch Lite / Windows 10

Supported Controller

R100 Pro System Compatibility

DEVIECE LAYOUT

DualSense (PS5 Controller) / DualShock (PS4 Controller) / Switch Pro / 
Xbox One X|S Controllers / Xbox Series X|S Controllers / 
Xbox Elite Controller Series 2

PAIR Button B Indicator

ENGLISH/イギリス語/英语 ENGLISH/イギリス語/英语
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SwitchPC

JAPANESE/日本語/日语 JAPANESE/日本語/日语 JAPANESE/日本語/日语

デバイス

コント
ローラー
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ネイティブサポート

ネイティブサポート

ネイティブサポート

ネイティブサポート
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R100 Proのシステム互換性一覧表

JAPANESE/日本語/日语
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SwitchPC

CHINESE/中国語/中文 CHINESE/中国語/中文 CHINESE/中国語/中文 CHINESE/中国語/中文

SHARE + PS

05

DualShock (PS4 controller)

DualShock (PS4 controller)
    When connecting to the Switch console, you need to open "Settings >
    Controllers and Sensors > Pro Controller Wired Communication".
a. Insert the R100 Pro into the USB port of the console. When the R100 Pro
    indicator flashes, it indicates that it has entered the waiting state for connection.
b. Press and hold the PS button on the DualShock for 10 seconds to turn it off.
c. Press and hold the SHARE button first and then press the PS button together
    for 5 seconds. When the DualShock indicator enters a double flashing state
    and the light double flashes in white, indicating that it has entered the pairing
    mode.
d. When the R100 Pro indicator and DualShock indicator are always on and
    can be operated normally, the connection is successful.

ENGLISH/イギリス語/英语

CREATE + PS

05

DualSense (PS5 controller)

DualSense (PS5 controller)
    When connecting to the Switch, you need to open "Settings > Controllers
    and Sensors > Pro Controller Wired Communication".
a. Insert the R100 Pro into the USB port of the console. When the R100 Pro
    indicator flashes, it indicates that it has entered the waiting state for connection.
b. Press and hold the PS button of DualSense for 10 seconds to turn it off.
c. Press and hold the CREATE button first and then press the PS button together
    for 5 seconds. When the DualSense indicator enters the double flashing state
    and the light double flashes in blue, indicating that it has entered the pairing
    mode.
d. When the R100 Pro and DualSense indicator lights are always on and can
    be operated normally, the connection is successful.

ENGLISH/イギリス語/英语

SHARE + PS
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DualShock（PS4コントローラー）

DualShockコントローラー（PS4コントローラー）

     Switchと接続する場合は、「設定＞コントローラーとセンサー＞Proコントロー

     ラーの有線通信」をオンにしてください。

a. R100 Proを対応デバイスのUSB端子に差し込んで、R100 Proのインジケータ

     ーが点滅すると、接続待ち状態に入ります。

b. DualShockのPSボタンを10秒に長押して、オフしてください。

c. SHAREボタンを押してから、PSボタンを同時に5秒に長押して、DualShockのイ

    ンジケーターが白色で速く2回点滅すると、接続待ち状態になります。

d. R100 ProのインジケーターとDualShockのインジケーターが点灯になり、対応

     デバイスを正常にコントロールできると、接続完了です。

CREATE + PS

05

DualSense（PS5コントローラー）

DualSenseコントローラー（PS5コントローラー）

    Switchと接続する場合は、「設定＞コントローラーとセンサー＞Proコントロー

     ラーの有線通信」をオンにしてください。

a. R100 Proを対応デバイスのUSB端子に差し込んで、R100 Proのインジケータ

     ーが点滅すると、接続待ち状態に入ります。

b. DualSenseのPSボタンを10秒に長押して、オフしてください。

c. CREATEボタンを押してから、PSボタンを同時に5秒に長押して、DualSenseの

    インジケーターが青色で速く2回点滅すると、接続待ち状態になります。

d. R100 ProのインジケーターとDualSenseのインジケーターが点灯になり、対

     応デバイスを正常にコントロールできると、接続完了です。

再度接続の場合は、ステップaを繰り返して、PSボタンを押すだけで接続できます。 再度接続の場合は、ステップaを繰り返して、PSボタンを押すだけで接続できます。

ご注意

· 只今、対応デバイスの公式コントローラーのみを対応します。

· PS5でPS4バージョンのゲームのみ対応できます。

A

パッケージ内容

R100 PRO USB ワイヤレスアダプター
取扱説明書
    空きのUSB端子を備えるデバイス

対応デバイス

PS5 / PS4 / Switch / Switch Lite / Windows 10

対応ントローラー

各部の説明

DualSense（PS5コントローラー）/ DualShock（PS4コントローラー）/ Switch Pro / 

Xbox One X|S コントローラー/Xbox Series X|S コントローラー/ 

Xbox Elite コントローラー Series 2

ペアリングボタン B インジケーター

JAPANESE/日本語/日语

SHARE + PS

05

DualShock（PS4手柄）

CREATE + PS

05

DualSense（PS5手柄）
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CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek

immediate medical attention if swallowed or inhaled.

DO NOT use the product near fire.

DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.

DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.

DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.

DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.

DO NOT strongly bend or pull cable parts.

Use a soft, dry cloth while cleaning.

DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.

DO NOT disassemble, repair or modify.

DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible

for accidents or damage when used for non-original purposes.

DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.

If you have any quality concerns or suggestions, please contact BIGBIG WON or your

local distributor.

ENGLISH/イギリス語/英语

JAPANESE/日本語/日语

ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。

小さいな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談

してください。

火気のある場所では絶対に使用しないでください。

長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。

本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。

本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。

故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触ないでください。

ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。

お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。

ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

分解や修理、改造は絶対にしないでください。

本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害

に対し、弊社は一切その責任を負いません。

光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。

（售后政策：非人为损坏，三个月包换、一年保修）

（注：非墨将官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系。）

用户姓名

保修卡

联系电话

联系地址

售后要求

售后原因

订单编号

退 换 保修

12
MONTH
WARRANTY

CHINESE/中国語/中文

2

PAIR2. 021. 01

Xbox One X|S / Xbox Series X|S /
Xbox Elite Series 2

Xbox One X|S / Xbox Series X|S /
Xbox Elite Series 2

Xbox One X|S / Xbox Series X|S /
Xbox Elite Series 2

Xbox One X|S / Xbox Series X|S / Xbox Elite Series 2

ENGLISH/イギリス語/英语

1

PAIR

03

Switch Pro controller

Switch Pro controller
    When connecting to the Switch console, you need to open "Settings >
    Controllers and Sensors > Pro Controller Wired Communication".
a. Insert the R100 Pro into the USB port of the console. When the R100 Pro
    indicator flashes, it indicates that it has entered the waiting state for connection.
b. Press the PAIR button on Switch Pro to turn it off.
c. Press and hold the PAIR button on the Switch Pro for 3 seconds. When the
    Switch Pro indicator start  flashing in scroll pattern, indicating that it has
    entered pairing mode.
d. When the R100 Pro indicator and the Swtich Pro indicator are always on, 
    press the HOME button of the controller again, and you can operate normally, 
    and the connection is successful.

ENGLISH/イギリス語/英语

JAPANESE/日本語/日语
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PAIR2. 021. 01

Xbox One X|S / Xbox Series X|S / Xbox Elite Series 2

     Switchと接続する場合は、「設定＞コントローラーとセンサー＞Proコントロー

     ラーの有線通信」をオンにしてください。

a. R100 Proを対応デバイスのUSB端子に差し込んで、R100 Proのインジケータ

     ーが点滅すると、接続待ち状態に入ります。

b. Xbox One X|S / Xbox Series X|S / Xbox Elite Series 2コントローラーを接続待

    ち状態に調整します。（①ホームボタンを1秒に押して、インジケーターが点滅し

    ます。②PAIRボタンを2秒に長押して、インジケーターが速く点滅します。）

c. R100 ProのインジケーターとXbox One X|S / Xbox Series X|S / Xbox Elite Series 2

    コントローラーのインジケーターが点灯になり、対応デバイスを正常にコントロ

    ールできると、接続完了です。

1

PAIR

03

Switch Proコントローラー

Switch Proコントローラー

Switchと接続する場合は、「設定＞コントローラーとセンサー＞Proコントロー
ラーの有線通信」をオンにしてください。

a. R100 Proを対応デバイスのUSB端子に差し込んで、R100 Proのインジケー
    ターが点滅すると、接続待ち状態に入ります。
b. Switch ProのPAIRボタンを押して、オフしてください。
c. Switch ProのPAIRボタンを3秒に長押して、Switch Proのインジケーターが速
     い循環点滅すると、接続待ち状態に調整します。
d. R100 ProのインジケーターとSwitch Proのインジケーターが点灯になり、対
     応デバイスを正常にコントロールできると、接続完了です。

2
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Switch Pro手柄

BIGBIG WON Official Web: www.bigbigwon.com
Customer Service: support@bigbigwon.com

We are here to assist you with your BIGBIG WON devices. If you have any questions, 

please feel free to contact us:

GET HELP WITH 
BIGBIG WON SUPPORT

USE TUTORIAL

BIGBIG WON 官网: www.bigbigwon.cn

我们再这里帮助您使用BIGBIG WON设备，如果您有任何问题，

请随时联系我们

获得帮助
技术支持

使用教程

公式サイト: jp.bigbigwon.com
お客様サービスアドレス: supportjp@bigbigwon.com

お買い上げの商品について、また何か不明な点などございましたら、お気軽にお

問合せくださいませ。 喜んで解決のお手伝いをさせて頂きます。

いつでも気楽に
連絡してください

ビデオチュートリアル

    When connecting to the Switch console, you need to open "Settings >
    Controllers and Sensors > Pro Controller Wired Communication".
a. Insert the R100 Pro into the console. When the R100 Pro indicator flashes, 
    indicating that the adapter has entered the waiting state for connection.
b. Press the HOME button to turn on the Xbox One X|S / Xbox Series X|S / 
    Xbox Elite Series 2, and then press and hold the PAIR button of the controller 
    for 2 seconds. The indicator light will flash quickly, indicating that the controller 
    has entered pairng mode.
c. When the R100 Pro indicator and the Xbox One X|S / Xbox Series X|S /
    Xbox Elite Series 2 indicator are always on, press the home button of the
    controller again, and you can operate normally, and the connection is successful.

请注意

· 当前，兼容设备仅支持官方手柄。

· PS5主机仅支持PS4版本的游戏。

A

包装内容

R100 Pro USB无线转换器

说明书

     具有可用USB端口的设备

支持主机

PS5 / PS4 / Switch / Switch Lite / Windows 10

支持手柄

支持设备

支持平台
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原生支持

原生支持

原生支持

原生支持
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R100 Pro支持设备一览表

按键布局

DualSense（PS5手柄）/ DualShock（PS4手柄）/ Switch Pro / 

Xbox One X|S手柄 / Xbox Series X|S手柄 / Elite2手柄

配对键 B 指示灯

CHINESE/中国語/中文 CHINESE/中国語/中文
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DualSense（PS5手柄）

若之前成功连接并未更换平台，再次连接将处于回连状态，只需按PS键，即可完成连接。

DualShock（PS4手柄）

若之前成功连接并未更换平台，再次连接将处于回连状态，只需按PS键，即可完成连接。

Xbox One X|S / Xbox Series X|S / Xbox Elite Series 2

     连接Switch主机时，需要打开“设置>手柄和感应器> Pro手柄的有线连接”。

b. 将R100 Pro插入主机的USB端口，当R100 Pro指示灯快速闪烁时，表明已

     进入等待连接状态。

c. 按下HOME键开启Xbox One X|S / Xbox Series X|S / Xbox Elite Series 2手柄，

     然后长按手柄的PAIR按钮2秒，指示灯进入快速闪烁状态，表明已进入等待连

     接状态。

d. 当R100 Pro指示灯和Xbox One X|S / Xbox Series X|S / Xbox Elite Series 2手柄

     指示灯常亮后，再次按下手柄的HOME键，并且您可以正常操控时，连接成功。

Switch Pro手柄

a. 将R100 Pro插入主机的USB端口，当R100 Pro指示灯快速闪烁时，表明已进

    入等待连接状态。

b. 按下Switch Pro上的PAIR键将其关闭。

c. 按住Switch Pro上的PAIR键3秒钟，当Switch Pro指示灯进入左右快速闪烁

状态时，表明已进入等待连接状态。

d. 当R100 Pro指示灯和Swtich Pro指示灯常亮后再次按下手柄的HOME键，并

     且您可以正常操作时，连接成功。

PS5, PS4, PS3, DualSense and DualShock are registered trademarks or trademarks

of Sony Computer Entertainment Inc. Windows, Xbox One X|S, Xbox Series X|S, 

Xbox Elite Series 2 are registered trademarks of Microsoft Inc. Switch and Switch Lite are 

registered trademarks of Nintendo Inc.  All rights reserved. All other trademarks are the 

property of their respective owners. Photos and illustrations are not binding. Contents, 

designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one 

country to another. This product is not distributed under an approved official license and 

is not sponsored or endorsed by Sony Computer Entertainment Inc. This product is not

manufactured by Sony Computer Entertainment Inc or Microsoft Inc or Nintendo Inc.

PS5、PS4、PS3、 DualSense および DualShock はSony Computer Entertainment Inc.

の登録商標または商標です。Windows、Xbox One X|S / Xbox Series X|S / Xbox Elite Series 

2 はMicrosoftInc.の登録商標です。Switch、Switch ProはNintendo Inc.の登録商標です。そ

の他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録 商標または商標です。写真やイラスト

は拘束力がありません。内容、デザイン、仕様は予告なしに変更されることがあり、国によっ

て異なる場合があります。*この製品は、Sony Computer Entertainment Inc、Microsoft Inc

またはNintendo Incによって製造されたものではありません。

连接Switch主机时，需要打开“设置>手柄和感应器> Pro手柄的有线连接”。

a. 将R100 Pro插入主机的USB端口，当R100 Pro指示灯快速闪烁时，表明已

     进入等待连接状态。

b. 按住DualSense 的PS键10秒钟将其关闭。

c. 先按住CREATE键不放，然后同时按住PS键5秒钟，当DualSense指示灯进入

双闪模式时，表明已进入等待连接状态。

d. 当R100 Pro指示灯常亮，DualSense为蓝色常亮，并且您可以正常操控时，

     连接成功。

     连接Switch主机时，需要打开“设置>手柄和感应器> Pro手柄的有线连接”。

a. 将R100 Pro插入主机的USB端口，当R100 Pro指示灯快速闪烁时，表明已进

 入等待连接状态。

b. 按住DualShock上的PS键10秒钟将其关闭。

c. 先按住SHARE键不放，然后同时按住PS键5秒钟，当DualShock指示灯进入

白色双闪模式时，表明已进入等待连接状态。

d. 当R100 Pro指示灯常亮，DualShock为紫色常亮，并且您可以正常操控时，

连接成功。



FCC Caution
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This  equipment complies with FCC  radiation exposure limits  set forth for an 
uncontrolled environment.
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