
安全にお使いいただくために
■絵表示の意味

 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などに
よる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

 注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事
故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりす
ることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必
ずお読みください。

 警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止
し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用する
と、火災や感電の原因になります。
本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの
異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャット
ダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認
した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあ
とで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーショ
ンセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や
感電の原因になります。
本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品
をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上
げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター
までご連絡ください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火
災や感電、故障の原因になります。
また、故障時の保証対象外となります。
本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけ
がの原因になります。
コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加
工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の
原因になります。

USB to Wii ゲームパッドコンバーター 
JC-W01UWH/JC-W02UWH

ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム USB to  Wii ゲームパッドコンバーター 
JC-W01UWH/JC-W02UWH をお買い上げいただき誠にありが
とうございます。
本製品は、Wii のクラシックコントローラ / クラシックコントロー
ラ Pro をパソコンの USB ポートに接続して動作させることので
きるコンバータです。
JC-W01UWH は 1 台、JC-W02UWH は 2 台のクラシックコン
トローラ / クラシックコントローラ Pro を接続できます。
このマニュアルでは "JC-W01UWH/JC-W02UWH" の操作方法
と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み
終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "JC-W01UWH およ

び JC-W02UWH" を「本製品」と表記しています。

本製品を使用する

Step1 本製品にコントローラを接続する
	1.  本製品のコントローラポートにコントローラのコネクタを

接続します。

ポート１

ポート２

JC-W01UWH の場合

JC-W02UWH の場合

Step2 本製品をパソコンに接続する
	 1.  パソコンの USB ポートに、本製品の USB コネクタを差

し込みます。
自動的に本製品の認識が開始されます。

必ず 500mA が供給さ
れている USB ポート
に接続してください。

パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできま• 
す。
USB コネクタの上下方向を間違えないように、正• 
しく接続してください。

	 2.	Windows 標準ドライバが自動的にインストールされま
す。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Step3 動作を確認する
コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本
製品の動きを確認できます。
次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使
用の OS を確認してください。

 注意
本製品を次のようなところには置かないでください。
● 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
 暖房器具の周辺など高温になるところ
● 多湿なところ、結露をおこすところ
● 平坦でないところ、振動が発生するところ
● マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
● ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからな
いところで使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の
原因となります。

パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める
前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に
は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし
たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォ
メーションセンターまでご連絡ください。
● ゲームパッドコンバーター本体（コード長さ 1.0m） ･･････ 1 個
● ユーザーズマニュアル（このマニュアルです） ････････････ 1 部

各部の名称とはたらき
■JC-W01UWH

■JC-W02UWH

①

①

②

②
②

①		USBコネクタ（オス）
②	コントローラポート

クラシックコントローラ / クラシックコントローラ Pro を本製品
に接続したときの、ボタンは次の表のようになります。

コントローラのボタン パソコン上でのボタン
y ボタン 1 ボタン
x ボタン 2 ボタン
b ボタン 3 ボタン
a ボタン 4 ボタン
L ボタン 5 ボタン
R ボタン 6 ボタン
ZL ボタン 7 ボタン
ZR ボタン 8 ボタン
－ボタン 9 ボタン
＋ボタン 10 ボタン

HOME ボタン Turbo  ON/OFF ボタン

・Windows® 8 の場合
［スタート］画面を下からスワイプして、［すべてのアプリ］
→［コントロールパネル］→［デバイスとプリンター］の順に
選択します。［JC-W01U］または［JC-W02U］を右クリッ
クし、［ゲーム コントローラーの設定］を選択します。

・Windows®  7 の場合
［スタート］メニュー→［デバイスとプリンター］の順に選択
します。［USB Gamepad］を右クリックし、［ゲーム コ
ントローラーの設定］を選択します。

・Windows Vista® の場合
［スタート］メニュー→［コントロールパネル］の順に選択し
ます。［ハードウェアとサウンド］をクリックし、［ゲーム 
コントローラ］をクリックします。

・Windows® XP の場合
［スタート］メニュー→［コントロールパネル］の順に選択し
ます。［プリンタとその他のハードウェア］をクリックし、

［ゲームコントローラ］をクリックします。

	 1.  コントローラーから「JC-W01U」または「JC-U02U」を選択
して、 ボタンをクリックします。

「JC-W01U のプロパティ」または「JC-W02U のプロパ
ティ」画面が表示されます。

「JC-W02U」の場合、上がポート１、下がポート２に
接続したコントローラになります。

	 ２.  ［Test］タブで、各ボタンの動きを確認できます。

各 軸 の 動 き を
表示します。

ハットスイッチ
（POV）の 動 き
を表示します。

1～10 の各ボタン
を押すと、それぞ
れの数字が光りま
す。

	 ３.  ボタンをクリックします。
「JC-W01U のプロパティ」または「JC-W02U のプロパ
ティ」画面を閉じます。

	 ４.  ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」画面を閉じます。
各ボタンの動きが正しければ、コントローラは正しく認
識されています。



基本仕様

対応機種
USB ポートを装備した Windows 8、 
7（～ SP1）、Vista（～ SP2）、XP（SP3）が 
動作する PC/AT 互換機

動作時機能 4 軸、10 ボタン、十字ボタン（POV）

対応コントローラ クラシックコントローラ（RVL-005）、
クラシックコントローラ PRO（RVL-005（-02））

外形寸法

JC-W01UWH：
幅 62.0mm×奥行 26.0mm × 高さ 17.0mm
JC-W02UWH：
幅 62.0mm×奥行 55.0mm× 高さ 17.0mm
※ケーブルを除く

インターフェース USB

本体重量 JC-W01UWH：約 32 g
JC-W02UWH：約 46 g

ケーブル長 約 1.0 m

動作温度 / 湿度 5 ～ 40℃ / ～ 90% RH（ただし結露なきこと）

保温温度 / 湿度 -10 ～ 60℃ / ～ 90% RH（ただし結露なきこと）

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012
[ 受付時間 ]
9:00 ～ 19:00
年中無休

USB	to	Wii ゲームパッドコンバーター
JC-W01UWH/LC-W02UWH		

ユーザーズマニュアル
2012年 10月 1日

本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保• 
有しています。
本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で• 
複製 / 転載することを禁止させていただきます。
本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期してお• 
りますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合イン
フォメーションセンターまでご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変• 
更する場合があります。
本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につ• 
きましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出• 
にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が
必要です。
Windows 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グルー• 
プの商標です。
その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・• 
製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。

©2012 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.  

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う
コントローラの①～⑩のボタンに対して連射機能を個別に設
定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべて
のボタンに対して連射を有効にすることもできます。

連射機能には、ボタンを押している間だけ連射にな• 
る手動連射モードと指を離している間も連射を続け
る自動連射モードがあります。
連射速度は変更できません。• 

連射を有効にする

	 1.  HOME ボタンを押しながら、連射を有効にしたいボタ
ンを押します。

  一度押すと手動連射モードになります。
  もう一度押すと自動連射モードになります。
　  さらにもう一度押すと通常モード（連射 OFF）に戻りま

す。

通常モード（連射OFF）

手動連射モード

自動連射モード

すべてのボタンの連射を解除する

	 1.  HOME ボタンをすばやく 2 回押します。
すべてのボタンが通常モード（連射 OFF）になります。

■ 「エレコム ゲームパッドアシスタント」に
ついて

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対
応しないオンラインゲームが、本製品で使用可能になるソフ
トウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、
今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、
家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows 用のオン
ラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲー
ムごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいだけるよう
人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意し
ています。

ゲームによってはご利用になれない場合がございま
すが、弊社ホームページでプロファイルを公開して
いるゲームに関しては動作することを確認しており
ます。

「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記
の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラム
をダウンロードしてください。
http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/
gamepad/assistant/

「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法
や使い方について、「スターターマニュアル」（PDF 形式）を
用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダ
ウンロードしてください。

機種によっては一部のゲームに対応していない場合
がございます。詳しくは各ゲーム用プロファイルダ
ウンロードページでご確認ください。

「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe 
Reader が必要です。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

コントローラが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認く
ださい。

コントローラが認識されているか確認してください。
「Step3 動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行
われているかをご確認ください。

コンバーターにコントローラを接続しなおしてください。
一度コンバータからコントローラを取り外し、再度接続しなお
してお試しください。

別のUSBポートで動作するか確認してください。
パソコンの別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認
してください。
正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性
があります。また、パソコンとコンバーターの間に USB ハブ
を介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコン
の USB ポートに直接コンバーターを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認
してください。
ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲーム
パッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュ
アル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行っ
てください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してく
ださい。
ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない（キー
ボード操作しかできない）場合があります。
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