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PACKAGE CONTENTS
BIGBIG WON Elitist S Wireless Game Controller

2.4GHz Wireless Dongle

1.6 Meters Micro-USB Cable 

User Manual

SYSTEM REQUIREMENTS
Switch/Switch lite

Windows 10 or above

Android 9.0 or above

iOS 13 or above

* Device with a free USB port

REGISTRATION

Important: the controller should be fully charged before using for
the first time.

ENGLISH/イギリス語/英语

Register your BIGBIG WON ID online at www.bigbigwon.com to get real-time information 

on your product’s warranty status and a series of exclusive benefits from BIGBIG WON.

YOUR BENEFITS
* 12-month limited warranty from the date of purchase.

* Free online technical support at www.bigbigwon.com

USE TUTORIAL

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
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Connect to PC Device via 2.4GHz Wireless Dongle

a. Plug 2.4GHz wireless dongle to the USB port of PC device.

b. Long press PAIR button for 3 seconds to enter 2.4GHz connection waiting state, and mode 

    indicator flashes in green             .

c. Elitist S mode indicator stays green          , and connected successfully.

CONNECT TO SWITCH DEVICES

Connect to Switch via Bluetooth

a. Long press PAIR button for 3 seconds to enter Bluetooth paring waiting state, and mode 

    indicator flashes in green             .

b. Go to the controller pairing interface of Switch (Homepage>Controllers>Change Grip/Order)

    and continuously and quickly press L + R button to connect according to the prompts.

c. When the corresponding controller icon shows on the Switch interface, Elitist S mode 

    indicator stays red          , and connected successfully.

Switch Wireless Wake-up

When Elitist S is connected with Bluetooth, press HOME button to wake up Switch.

Connect to Switch via a USB cable

a. Turn on Pro Controller Wired Communication on Switch by selecting (System Settings>

    Controllers and Sensors>Pro Controller Wired Communication).

b. Plug the USB cable from Elitist S to the USB port located on Switch base.

c. When the corresponding controller icon shows on the Switch interface, Elitist S mode 

    indicator stays red          , and connected successfully.

CONNECT TO PC DEVICES

Connect to PC Device via Bluetooth

a. Long press PAIR button for 3 seconds to enter Bluetooth paring waiting state, and mode 

    indicator flashes in green             .

b. Go to the Bluetooth search interface of the PC device, and connect with Pro Controller.

c. Elitist S mode indicator stays red          , and connected succussfully.

    Only for the PC devices with Bluetooth.

Connect to PC Device via a USB cable

a. Plug the USB cable from Elitist S to the USB port of PC device.

b. Elitist S mode indicator stays green          , and connected successfully.

ENGLISH/イギリス語/英语ENGLISH/イギリス語/英语



CONNECT TO ANDROID DEVICES

Connect to Android Device via Bluetooth

a. Long press A + PAIR button simultaneously for 3 seconds to enter Bluetooth paring waiting 

    state, and mode indicator flashes in green            .

b. Go to the Bluetooth search interface of the Android device to search and recognize Elitist S, 

    and connect with Elitist S after successful recognition.

c. Elitist S mode indicator stays blue          , and connected successfully.

Connect to Android Device via 2.4GHz Wireless Dongle

a. Plug 2.4GHz wireless dongle via an adapter(sold separately) to the USB port of Android 

    device.

b. Long press PAIR button for 3 seconds to enter 2.4GHz connection waiting state, and mode

    indicator flashes in green             .

c. Elitist S mode indicator stays green or blue              , and connected successfully.

Connect to Android Device via a USB Cable

a. Plug the USB cable from Elitist S to the USB port of Android device.

b. Elitist S mode indicator stays green or blue              , and connected successfully.

ENGLISH/イギリス語/英语ENGLISH/イギリス語/英语

BUTTON FUNCTIONS

System Volume Control

Press FN + UP/DOWN button of the directional pad simultaneously to set the volume (only for 

Android platform).

Motor Vibration Intensity Adjustment

a. There are three levels of motors intensity that can be switched circularly.

b. Press FN + RIGHT button of the directional pad simultaneously to switch motor vibration 

    intensity from strong, medium to weak.

TURBO Function

a. Press FN + TARGET button simultaneously to set TURBO function successfully, and FN 

    indicator flashes in blue twice    .

b. Press FN + LEFT button of the directional pad to switch combo frequency from fast, middle 

    to slow.

c. Press the TARGET button that completed the combo setting to trigger combo function of 

    the button, and FN indicator flashes in blue    .

    Press FN button twice to cancel all TURBO settings.

GYROCON+ Global Gyro Function

a. Long press FN button for 3 seconds to turn on global gyro, and FN indicator stays purple    .

b. Repeat above step to turn off global gyro, and FN indicator lights off.

/

/

CONNECT TO iOS DEVICES
a. Long press B + PAIR button simultaneously for 3 seconds to enter Bluetooth paring waiting

    state, and mode indicator flashes in green            .

b. Go to the Bluetooth search interface of the iOS device to search and recognize Xbox 

    Wireless Controller, and connect with Xbox Wireless Controller after successful recognition.

c. Elitist S mode indicator stays white         , and connected successfully.



Back Button Macro Function

a. Long press FN + TARGET back button simultaneously to enter the recording state, and 

    FN indicator turns orange and breathing    .

b. Press TARGET back button once after recording the button sequence and interval to exit 

    recording mode, and organge breathing FN indicator lights off. 

c. Press TARGET back button to respond to the Macro setting as just recorded.

d. Go to Macro recording mode and press TARGET back button once to cancel Macro setting.

Custom Back Button Settings

a. Long press FN + TARGET back button simultaneously to enter the setting mode, and FN 

    indicator turns orange and breathing    .

b. In setting mode, press TARGET button once to complete the setting, and orange and 

    breathing FN indicator lights off.

c. Go to customizable button setting mode and press TARGET back button once to cancel 

    customized function of back button.

ENGLISH/イギリス語/英语ENGLISH/イギリス語/英语

Volume Control

Press FN +     = Circularly adjust the vibration
 intensity of the motor.

TURBO Function Setting Press FN + TARGET button = Start Combo.

Press FN +    =  Adjust three levels of TURBO frequency.

Press FN twice = Cancel all TURBO settings.

Macro Setting Long press FN + TARGET back button = Enter the Macro setting.
   Press TARGET back button once = Exit the Marco setting.

After setting, press TARGET back button once 
= Respond to Macro setting

In setting mode, press TARGET back button once 
= Cancel the Marco setting

Long press FN + TARGET back button = Enter the custom button setting.
   Press TARGET back button once = Exit the custom button setting

In setting state, press TARGET back button 
= Cancel custom button function setting.

TURBO Function
Cancellation

Respond to Macro Setting

Macro Setting Cancellation

Back Button Function

Back Button Function
Cancellation

TURBO Frequency
Adjustment

Motor Vibration
Intensity Adjustment

Button Function Mode Indicator Button Operation

Flash twice

Flash once

Flash once

Breathing

Flash twice

Breathing

Flash twice

Flash

Press FN+     /     = Set the volume up/down.

Global Gyro Switch Long press FN = Turn on/off the global gyro.Stay on/Light off



バッケージ内容

BIGBIG WON Elitist S ワイヤレスコントローラー

2.4GHzドングル

Micro-USBケーブル(1.6M) 

取扱説明書 

Switch/Switch Lite

Windows 10+

Android 9.0+

iOS 13+ 

＊空きのUSB端子を備えるデバイス

システム要件

ご注意：最初に使用する前に、Elitist Sを完全に充電してください。

ユーザー登録
bigbigwon.com にてBIGBIG WON IDを作成して、ご購入の製品を登録すると、当製品の

品質保証 の状態に関するリアルタイム情報と、BIGBIG WON会員専用のメリットを得るこ

とができます。 

登録による特典 
12ヵ月のメーカー限定保証（コントローラー本体のみ） 

https://bigbigwon.com/でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート（日

本語対応） 

POWER INSTRUCTIONS
Charging Time: 2-2.5 hours.

Recommended Voltage: 5V/1A

When Elitist S is connected or fully charged, right three power indicators stay green          . 

When Elitist S is in low power condition ( below 15% ), power indicator flashes in green 

quickly             .

When Elitist S is charging, power indicator flashes in green slowly or stays green           

according to current power level changes.

Elitist S is equipped with 850mAh battery, and charging current should not be less than 

500mAh.

SLEEP MODE/WAKE UP
a. Controller will automatically switch to sleep mode after Switch screen turned off.

b. Controller will automatically switch to sleep mode under no operation after 300 seconds.

c. In Bluetooth mode, press HOME button for 3 seconds to disconnect, and controller will 

    switch to sleep mode.

d. When Elitist S wireless game controller is in sleep mode, press any button to wake it up.

RESET
Long press HOME button for 10 seconds to reset in any power-on state.

JAPANESE/日本語/日语ENGLISH/イギリス語/英语



HOMEボタンA

＋ボタンB

－ボタンC

共有ボタンD
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SWITCHへの接続

BluetoothでSwitchへの接続

a. Switchで「ホームインターフェース > コントローラー > 持ちかた/順番を変える」を入ります。

b. ペアリングボタンを押して、Elitist Sを起動してください。モードインジケーターが緑色

に点滅すると、Elitist S は接続待ちの状態に入ります。

c. Switchの指示に従ってElitist SのLボタンとRボタンを同時に押してください。

d. Switchでコントローラーのアイコンが現れると、Switchをコントロールできます。モードイン

ジケーターが赤色            で点灯になると、接続成功です。

Micro-USBケーブルでSwitchへの接続

a. 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。

b. USBケーブルで Elitist S をSwitchドックのUSB端子に差し込みます。 

c. Switchでコントローラーのアイコンが現れると、Switchをコントロールできます。 モードインジ

    ケーターが赤色            で点灯になると、接続成功です。

Switchをリモート起動

一度Switchと接続した場合は、Elitist SのHOMEボタンを押するだけで、Switchをリモート起動

できます。

WINDOWS PCへの接続

BluetoothでWindows PCへの接続

     当機能はBluetooth機能を備えるWindows PCのみ対応します。 

a. ペアリングボタンを押して、 Elitist S を起動してください。モードインジケーターが緑色                

    に点滅すると、 Elitist S は接続待ちの状態に入ります。

b. Windows PCのBluetoothをオンにして、 Pro Controller を検索して、接続します。

c. モードインジケーターが赤色            で点灯になると、接続成功です。Windows PCをコントロ

    ールできます。

Micro-USBケーブルでWindows PCへの接続

a. USBケーブルで Elitist S をWindows PCのUSB端子に差し込みます。 

b. モードインジケーターが緑色            で点灯になると、接続成功です。Windows PCをコントロール

    できます。

2.4GHzドングルでWindows PCへの接続 

a. 2.4GHzドングルをWindows PCのUSB端子に差し込みます。

b. ペアリングボタンを押して、 Elitist S を起動してください。モードインジケーターが緑色

    に点滅すると、 Elitist S は接続待ちの状態に入ります。

c. モードインジケーターが緑色            で点灯になると、接続成功です。Windows PCをコン

     トロールできます。

JAPANESE/日本語/日语JAPANESE/日本語/日语



iOSへの接続
a. Bボタンとペアリングボタンを同時に押して、 Elitist S を起動してください。モードインジケー

    ターが緑色                に点滅すると、 Elitist S は接続待ちの状態に入ります。

b. iOSデバイスのBluetoothをオンにして、Xbox Wireless Controllerを検索して、接続します。

Androidへの接続

BluetoothでAndroidへの接続

a.  Aボタンとペアリングボタンを同時に押して、 Elitist S を起動してください。モードインジケー

     ターが緑色                に点滅すると、 Elitist S は接続待ちの状態に入ります。

b. AndroidデバイスのBluetoothをオンにして、 Elitist S を検索して、接続します。

c. モードインジケーターが青色           で点灯になると、接続成功です。Androidデバイスをコント

    ロールできます。

Micro-USBケーブルでAndroidへの接続

a. USBケーブルで Elitist S をAndroidデバイスのUSB端子に差し込みます。 

     一部のAndroidデバイスと接続する場合はUSBアダプタ(別途購入）が必要です。

b. モードインジケーターが緑色或いは青色                  で点灯になると、接続成功です。Androidを

      コントロールできます。

2.4GHzドングルでAndroidへの接続

a. 2.4GHzドングルをAndroidデバイスのUSB端子に差し込みます。

     一部のAndroidデバイスと接続する場合はUSBアダプタ(別途購入）が必要です。

b. ペアリングボタンを押して、 Elitist S を起動してください。モードインジケーターが緑色                

     に点滅すると、 Elitist S は接続待ちの状態に入ります。

c. モードインジケーターが緑色或いは青色                  で点灯になると、接続成功です。Windows PC

      をコントロールできます。

JAPANESE/日本語/日语JAPANESE/日本語/日语
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モーター振動の強さの調節

FNボタンを押しながら、方向キーの右ボタンを押すとモーター振動の強さを調節できます。

振動の強さは3レベルでサイクルします。

音量の調節

FNボタンを押しながら、方向キーの上/下ボタンを押すと音量を調節できます。

     当機能はAndroidのみ対応します。

ボタン機能説明

TURBO機能

a. FNボタンを押しながらTURBOさせたいボタンを押して、FNインジケーターが青色     で2回点

     滅になると、TURBO機能がオンになります。

b. FNボタンを押しながら、方向キーの左ボタンを押すとTURBOのスピードを調節できます。

     TURBOのスピードは3レベルでサイクルします。

c. FNボタンをダブルクリックして、FNインジケーターが消灯になると、TURBO機能がオフになり

     ます。

グローバルジャイロ（GYROCON+）機能

a. FNボタンを3秒長押して、FNインジケーターがパープル色     で点灯になると、グローバルジャイ

    ロ機能がオンになります。

b. 再度FNボタンを3秒長押して、FNインジケーターが消灯になると、グローバルジャイロ機能がオ

    フになります。

c. モードインジケーターが白色              で点灯になると、接続成功です。iOSデバイスをコントロール

    できます。



追加ボタンの機能設定

a. FNボタンを押しながら、機能を設定させたい追加ボタンを押して、FNインジケーターがオレ

     ンジ色      でブリージングになると、機能設定モードがに入ります。

b. 機能を設定させたいボタンを一回押すと、設定完成です。

c. 機能設定モードで再度設定した追加ボタンを1回押して、FNインジケーターが消灯になると、

    追加ボタンの機能がオフになります。

    設定可能のボタンは追加ボタンのみです。

追加ボタンのマクロ機能設定

a. FNボタンを押しながら、マクロ機能を設定させたい追加ボタンを押して、FNインジケーターが

     オレンジ色     でブリージングになると、マクロ機能レコードモードがに入ります。

b. 追加ボタンのシーケンスと間隔をレコードして、設定した追加ボタンを押して、FNインジケーター

     が消灯になると、レコード完成です。

c. 設定した追加ボタンを押して、レコードしたマクロ機能をコントロールできます。

d. マクロ機能レコードモードで再度設定した追加ボタンを1回押して、FNインジケーターが消灯

     になると、マクロ機能がオフになります。

＊ 設定可能のボタンは追加ボタンのみです。

JAPANESE/日本語/日语JAPANESE/日本語/日语

音量の調節

モーター振動の強さの調節

TURBO機能の設定

TURBOのスピードの調節

TURBO機能をオフ

マクロ機能設定モード

マクロ機能オン

マクロ機能をオフ

追加ボタンの機能設定

追加ボタンの機能をオフ

ボタン機能 モード/FNインジケーター 対応ステップ

FN +     /      = 音量＋/－

FN +     = 3レベルモーター振動の強さをサイクルで調節

FN + TURBOさせたいボタン = TURBO機能オン

FN +      = 3レベルTURBOのスピードをサイクルで調節

ダブルクリックFN = TURBO機能オフ

FNボタン長押し+設定させたい追加ボタン長押し=マクロ機能設定モード

設定した追加ボタンを押し=マクロ設定モードをオフ

マクロ機能オン状態で設定した追加ボタン押し = マクロ機能オン

マクロ機能オン状態で設定した追加ボタン押し=マクロ機能をオフ

FNボタン長押し+設定させたい追加ボタン長押し=追加ボタンの機能設定

設定した追加ボタンを押し=追加ボタンの機能設定モードをオフ

機能オン状態で設定した追加ボタン押し=追加ボタンの機能をオフ

2回点滅

1回点滅

2回点滅

ブリージング

ブリージング

2回点滅

2回点滅

点滅

グローバルジャイロ
（GYROCON+）機能

FN= グローバルジャイロオン点灯/消灯



包装内容
BIGBIG WON Elitist S 无线游戏手柄

2.4GHz 无线接收器

Mirco-USB 数据线（1.6M）

说明书

合格证

Switch/Switch lite

Windows 10+

Android 9.0+

iOS 13+

*设备需具有可用USB插口

系统要求

重要事项：首次使用前必须先充满电

注册
通过BIGBIG WON官网（www.bigbigwon.cn）在线注册您的BIGBIG WON ID，以获取

有关您产品保修的实时信息，以及BIGBIG WON提供的一系列独家权益。

您的权益
*从购买产品之日起享受12个月有限质量保证。

*联系我们以获取免费的在线技术支持。

バッテリー残量説明

充電時間: 2-2.5時間

充電アダプタ：5V/1A 

バッテリー残量が15％以上 / 充電完了（100%充電済み）の場合は、バッテリーインジケーターが

緑色              で点灯します。

バッテリー残量が15％に下回る場合は、バッテリーインジケーターが緑色                で点滅します。

バッテリー残量が5％に下回る場合、自動的に低電力保護状態に入って自動的にシャットダウン

します。

充電中ではバッテリーインジケーターが当電量に従って階段的に変換し、緑色               で 点滅し

ます。

自動休眠

Elitist  S が5分以上操作されないと自動的に休眠します。

Switchと接続された場合は、Switchを休眠すれば、Elitist Sも休眠状態になります。

Bluetooth接続された場合は、HOMEボタンを3秒押すと、Elitist Sが休眠状態になります。

自動的に休眠したら、いずれかのボタンを押すと、休眠が終わります。

リセット

オン状態でHOMEボタンを10秒以上長押して Elitist  S をリセットします。

CHINESE/中国語/中文JAPANESE/日本語/日语



HOME键A

+键B

-键C

截图键D

左摇杆/L3键E

右摇杆/R3键F

十字键G

A/B/X/Y 动作按键H

FN键/FN指示灯I

J

L键

K

ZL键L

M

ZR键N

R键O

自定义背键模块

自定义背键模块卡扣 模式指示灯

PAIR键

USB充电接口

P

Q

2.4GHz无线接收器T

电量指示灯S

Micro-USB数据线U

R

CHINESE/中国語/中文CHINESE/中国語/中文
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有线连接Switch

a. 打开Switch的设置>手柄与感应器>Pro手柄的有线连接，开启该功能。

b. 将 Elitist S 通过数据线连接到Switch底座的USB插口。

c. Switch主界面出现对应手柄图标，Elitist S 的模式指示灯显示为红色常亮            ，连接成功。

Switch无线唤醒

Elitist S 处于蓝牙连接状态下，按下HOME键即可无线唤醒Switch。

WINDOWS PC连接

蓝牙连接PC

a. 长按PAIR键3秒，此时模式指示灯显示为绿色闪烁                状态，表明已进入蓝牙配对等待

     状态。

b. 打开PC的蓝牙搜索界面进行搜索，与 Pro Controller 进行连接。

c. Elitist S 的模式指示灯显示为红色常亮            ，连接成功。

     只对应具备蓝牙功能的PC。  

2.4GHz无线接收器连接PC

a. 将2.4GHz无线接收器插入PC的USB插口。

b. 长按PAIR键3秒，此时模式指示灯显示为绿色闪烁                状态，表明已进入2.4GHz等待连接

     状态。

c. Elitist S 的模式指示灯显示为绿色常亮            ，连接成功。

USB数据线连接PC

a.  将 Elitist S 通过USB数据线连接到PC的USB插口。

b.  Elitist S 的模式指示灯显示为绿色常亮            ，连接成功。

SWITCH设备连接
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蓝牙连接Switch

a. 长按PAIR键3秒，此时模式指示灯显示为绿色闪烁                状态，表明已进入蓝牙配对等待

状态。

b.  打开Switch的手柄配对界面（主页>控制器>更改拿法/顺序），根据提示连续快速按动L键＋

    R键进行连接。

c. 当Switch主界面出现对应手柄图标，Elitist S 的模式指示灯显示为红色常亮            ，连接成功。  



a. 长按B键 + PAIR键3秒，此时模式指示灯显示为绿色闪烁                状态，表明已进入蓝牙配对

     等待状态。

b. 打开iOS设备的蓝牙搜索页面进行搜索识别，识别成功后与 Xbox Wireless Controller 进行

     连接。

c.  Elitist S 的模式指示灯显示白色常亮            ，连接成功。

iOS设备连接

Android设备连接

蓝牙连接Android

a. 长按A键 + PAIR键3秒，此时模式指示灯显示为绿色闪烁                状态，表明已进入蓝牙配对

     等待状态。

b. 打开Android设备的蓝牙搜索界面进行搜索识别，识别成功后与 Elitist S 进行连接。

c. Elitist S 的模式指示灯显示蓝色常亮            ，连接成功。
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2.4GHz无线接收器连接Android

a. 将2.4GHz无线接收器通过转接数据线（另购）连接至Android设备的USB插口。

b. 长按PAIR键3秒，此时模式指示灯显示为绿色闪烁                状态，表明已进入2.4GHz等待连

     接状态。

c.  Elitist S 的模式指示灯显示绿色或蓝色常亮                 ，连接成功。

USB接口连接Android

a.  将 Elitist S 通过USB数据线连接到Android设备的USB插口。

b.  Elitist S  的模式指示灯显示绿色或蓝色常亮                 ，连接成功。

按键功能说明

系统音量控制

同时按下FN键 + 十字键的上/下方向键，即可控制音量的加/减（仅支持Android平台）。

马达振动强度调节

a. 马达振动的强度分为强中弱三档，可循环切换。

b. 同时按下FN键 + 十字键的右方向键，即可切换强中弱三档。

连击功能

a. 同时按FN键 + 目标按键，FN指示灯为蓝色闪烁     2次，则按键连击设置成功。

b. 需要调换频率档位时，同时按下FN键 + 十字键的左方向键，即可切换快中慢三档。

c. 按住已完成连击设置的目标按键，FN指示灯为蓝色      闪烁，即可触发该按键连击功能。

     双击FN键，即可取消所有连击设置。

全局陀螺仪（Gyocon+）功能

a. 长按FN键3秒，FN指示灯紫色     常亮表明全局陀螺仪功能已开启。

b. 长按FN键3秒，FN指示灯熄灭，表明全局陀螺仪功能已关闭。

/

/



设置背部自定义键值

a. 长按FN键 + 目标背键，进入设定模式，此时FN指示灯会进入橙色呼吸     模式。

b. 在设定模式下，按压一次需要设定的目标按键，FN指示灯橙色呼吸     结束，完成设置。

c. 如需取消自定义键值设置，再次进入自定义键值模式后按下目标背键一次，即可取消背键的

    自定义键值设置。

设置背键宏功能

a. 长按FN键 + 目标背键，FN指示灯显示橙色呼吸模式    ，此时进入录制状态。

b. 录制完成按键顺序与间隔后，按下目标背键一次，FN指示灯橙色呼吸     结束，退出录制模式。

c. 按下目标背键，即可响应刚刚录制的宏设置。

d. 如需要取消按键宏设置，再次进入宏录制模式后按下目标背键一次，即可取消宏设置。

音量控制

调节马达震动强度

连击功能设定

调节连击频率

取消连击功能

录入宏设置

响应宏设置

取消宏设置

设置背键键值

取消键值设置

按键功能 模式指示灯 对应按键操作

FN +     /      = 音量加/减

FN +     = 循环调节马达震动强度

FN+ 目标按键 = 开启连击

FN +      = 三档频率调节

双击FN= 取消所有连击设置

长按FN + 目标背键 = 进入宏设置

单击目标背键 = 退出宏设置

完成设置 + 单击目标背键 = 响应宏设置

设置状态下 + 单击目标背键 = 取消宏设置

长按FN + 目标背键 = 进入自定义键值设置

单击目标背键 = 退出自定义键值设置

设置状态下 + 目标背键 = 取消自定义键值设置

闪烁2次

闪烁1次

闪烁1次

呼吸

呼吸

闪烁2次

闪烁2次

闪烁
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全局陀螺仪开关 长按FN= 开启/关闭全局陀螺仪常亮/熄灭



FCC CAUTION

PS5, PS4, PS3, DualSense and DualShock are registered trademarks or trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Windows, Xbox One, 
Elite and 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.

NOTICE Please read this Precautions carefully.
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 �re.

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.

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.

1. 15.19 Labelling requirements

2. 15.19 Labelling requirements

3. 15.105 Information to the user
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电量说明

充电时间：2-2.5小时。

建议电压：5V/1A。

当Elitist S 处于正常连接/满电状态时，电量指示灯为右边三颗绿色常亮            。

当Elitist S 处于电量15%以下的低电量状态时，电量指示灯为绿色快闪                 。

当Elitist S 处于充电状态时，电量指示灯根据当前电量阶段变化为绿色慢闪/常亮                。 

Elitist S 电池容量850mAh，充电电流不低于500mAh。

休眠/唤醒

Switch主机屏幕关闭后，手柄自动休眠。

300秒后没有任何操作则自动休眠。

蓝牙模式下，按下HOME键3秒，断开连接，手柄休眠。

休眠后按下任意键位即可唤醒。 

重置

任何开机状态下长按HOME键10秒进行重置。



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。

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、Elite および Elite Series 2 はMicrosoft Inc.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。

（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


