
取 扱 説 明 書
このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる
前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全
に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。
ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。
なお、取扱説明書は大切に保管してください。
※	 Wii	U取扱説明書、またはWii本体取扱説明書とあわせてお読みください。
※	本書では、Wii	U本体やWii本体を総称して「本体」と記載します。

•	パッケージの裏面に次のマークが付いているWii	U専用ソフト、またはWii
リモコンで遊べるすべてのソフトで使用できます。

※	Wiiでも使用できます。
※	ソフトによっては、他の周辺機器が必要な場合があります。
※	Wiiモーションプラスに対応していないソフトの場合、Wiiモーションプラ
スの機能は働きません。

※	別売のWiiモーションプラスを取り付ける必要はありません。

Wiiリモコンプラス
RVL-036
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セット内容
本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

•	Wiiリモコンプラス	[RVL-036]		 		1個

•	Wiiリモコン専用ストラップ	[RVL-018A]		 		1本
※	Wiiリモコンプラスに取り付けてあります

•	Wiiリモコンジャケット	[RVL-022]		 		1個
※	Wiiリモコンプラスに装着してあります

•	単3形アルカリ乾電池（動作確認用）		 		2本

•	取扱説明書（本書）		 		1冊

安全に使用するために（必ずお読みください）
ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前に次の注意事項を
お読みいただき、その内容を必ずお守りください。

•	Wii	Uでご使用になる場合	：	Wii	Uメニュー										（安全に使用するために）
•	Wiiでご使用になる場合	 	：	Wii本体取扱説明書	準備編
	 	 	「安全に使用していただくために…」

Wii	Uでご使用になる場合	：	Wii	Uメニュー										（安全に使用するために）
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各部の名称
Wiiリモコンプラス [RVL-036]

　　　 （Wiiリモコンジャケットを取り外した状態）

電源ボタン
本体の電源をON/OFFすると
きに押します。電源をOFFにす
るときは、約1秒間押し続け
てください。

ポインター
画面との距離や傾き、
動きなどを検出します。

プレイヤーインジケータ
お使いのWiiリモコンプラスが何番に割り振られ
ているかを示します。

HOMEボタン
電池残量の確認などができる
HOMEボタンメニューを表示
するときに押します。くわしく
は、 Wii	U電子説明書または
Wii本体取扱説明書	機能編の
「HOMEボタンメニュー」をご
覧ください。

十字ボタン

プラス（＋）ボタン

1ボタン

Aボタン

マイナス（−）ボタン
スピーカー

2ボタン

Wiiリモコンプラスを保管するときは、Wiiリモコンプラスの正面を上向きに
して、ボタンに物などが当たらないようにしてください。ボタンに物が当たる
たびに電池を消耗します。

正面



4

各部の名称

　　　 （Wiiリモコンジャケット、電池カバーを取り外した状態）

Wiiリモコン専用ストラップ [RVL-018A]

ストラップ取り付け穴
専用ストラップ[RVL-018A]を取り付けます。
※	お買い上げ時は、ストラップが取り付けてあり
ます。

外部拡張コネクタ
ヌンチャクやクラシックコントローラPROなどの
外部拡張機器を接続します。

ひも
ストッパー

シンクロボタン（SYNC）
使用する本体に登録するときに押します。

Bボタン

Wiiリモコンプラスを使用するには、本体への登録が必要です。

電池をセットしたあと、登録してください（→6ページ）。

注意

背面
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Wiiリモコンジャケット [RVL-022]

コネクタカバー（底面）
Wiiリモコンプラスの外部拡張コネクタに差し込みます。

Wiiリモコンジャケットは、Wiiリモコンプラスをより安全に
使用していただくためのカバーです。
取り付けたり、取り外したりすることができます。
※	お買い上げ時は、Wiiリモコンプラスに装着してあります。
（Wiiリモコンプラスの電源ボタンは、Wiiリモコンジャ
ケットの上から押すことができます。）

WiiリモコンプラスにWiiリモコンジャケットを装着して使
用されることをおすすめします。

•	Wiiリモコンジャケットは、Wiiリモコンプラスの誤操作により引き起こされ
る万一のけがや物品の破損を軽減させる効果がありますが、必ずしも防止す
るものではありません。ご使用の際は、注意事項を守って使用してください。

•	故意にテレビや家財などにぶつけたりしないでください。

注意

各部の名称
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 乾電池のセット方法（交換方法）
Wiiリモコンプラスは単3形アルカリ乾電池を使用します。次の手順に従って、正し
くセットしてください。
※	小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が行ってください。
※	Wiiリモコンプラスには、アルカリ乾電池の使用をおすすめします。
※	市販の充電式ニッケル水素電池を使用される場合は、電池の取扱説明書をよくお
読みいただき、その指示に従って、正しく使用してください。

 Wiiリモコンジャケットを取り
外す
Wiiリモコンプラスの底面からWiiリ
モコンジャケットを電池カバーの上
の部分まで取り外し、ストラップを
Wiiリモコンジャケットから抜き
取ってください。

 乾電池をセットする
電池カバーを取り外し、単3形乾電池
2本を図のようにマイナス（－）から
セットしてください。
※	乾電池を取り外す場合は、プラス
（＋）から取り出してください。

次に、Wiiリモコンプラスをご使用になる本体に登録してください。
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 本体への登録方法
登録方法は、使用する本体によって異なります。
※	ほかの本体で使用する場合は、その本体であらためて登録する必要があります。

Wii Uで使用する場合
Wii	U本体のシンクロボタンを押したあと、画面の案内に
従って登録してください。

Wiiで使用する場合
Wiiリモコンプラス、Wii本体
の順に、シンクロボタンを押
してください。

Wiiリモコンプラスのプレイヤーインジケータが点滅（※）したあと、4つのうちのい
ずれかが点灯すると、登録は完了です。くわしくは、Wii本体取扱説明書	準備編
「Wiiリモコンプラスの登録方法」をご覧ください。

※	登録中に点滅するプレイヤーインジケータの数は、電池残量によって異なります。
多い

電池残量

プレイヤー
インジケータ

少ない
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持ちかた
Wiiリモコンプラスの持ちかたには、次のようなものがあります。

ストラップを必ず使用し、ストッパーを固定してください

必ず付属のストラップを使用し、ストッパーが緩まないように、ロックレバーを
カチッと音がするまで押し込んでください。

重要!

しっかり握ってください

使用中は手から離れないように、Wii
リモコンプラスをしっかり握ってく
ださい。

重要!

Wiiリモコンジャケッ
トを使用してください

Wiiリモコンプラスをより安全に
使用していただくため、Wiiリモコ
ンジャケットを装着して使用され
ることをおすすめします。

注意

縦持ち 横持ち

使用方法
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ストラップの装着方法
次の手順に従って、ストラップを装着してください。

 ストッパーのロックレバーを
外す

 ストラップに手を通す

 Wiiリモコンプラスを握り、ス
トッパーを調整する
そのままの状態で、Wiiリモコンプラ
スをしっかり握り、ストラップが手
から抜けないようにストッパーで調
整してください。

 ストッパーを固定する
ストッパーが緩まないように、ロック
レバーをカチッと音がするまで押し
込んでください。ストッパーが固定さ
れます。

ロックレバー

使用方法

カチッ
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使用方法
スペースの確認について

Wiiリモコンプラスやヌンチャクを安全に使用するため、必ずプレイするスペース
を確認してからプレイしてください。

• 周りに人や物がないか確認し、十分なスペースを確保する

手の届く範囲に
物がないか注意
してください。

特に照明器具
などは注意が
必要です。

複数のプレイヤーが
同時に遊ぶ場合、

お互いにぶつからない
よう十分なスペースを
確保してください。

• テレビから1m以上（Wii U GamePadのセンサーバーからは25cm以上）離れる
近づきすぎるとWiiリモコンプラスがぶつかり、テレビやWii	U	GamePad、Wii
リモコンプラスの破損の原因となります。

スペースの確認はプレイ中も時々行ってください。

プレイに夢中になると、気づかないうちにテレビや物、他のプレイヤーに近づい
てしまうことがあります。

重要!
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使用方法
Wiiリモコンプラスの操作に関するご注意

快適にプレイするため、次のことに注意してください。

•	テレビの正面を向き、センサーバーから約1～3m離れてください。
•	Wiiリモコンプラスとセンサーバーの間に人や物など、障害物が入らないように
してください。

•	Wiiリモコンプラスやセンサーバーのそばに、電子レンジやコードレス機器などが
あると、電波の混信や妨害の原因となります。プレイに支障が出る場合は、その場
所から離れて使用するか、電波干渉の原因となる機器の使用を中止してください。

Wiiリモコンプラスの基本操作
• ポイントする
画面の特定の場所
を指し示す操作を
「ポイントする」と
言います。

• 振る
上下左右に動かす
操作を「振る」と
言います。

• 持つ・つかむ
画面の特定の場所をポイン
トし、ボタンを押したまま動
かす操作を「持つ」または
「つかむ」と言います。

①
ポイント
する

②
ボタンを
押す

③
ボタンを
押したまま
動かす

• 押す・引く
画面に近づけた
り、遠ざけたりす
る操作を「押す」
「引く」と言いま
す。

• ひねる
手首や腕全体を
使って、Wiiリモ
コンプラスを傾け
る操作を「ひねる」
と言います。
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Wiiリモコンジャケットの取り外し
次の手順に従って、Wiiリモコンジャケットを取り外してください。

 Wiiリモコンジャケットを取り
外す
Wiiリモコンプラスの底面からWiiリ
モコンジャケットを取り外してくだ
さい。

 ストラップを抜き取る
Wiiリモコンジャケットからスト
ラップを抜き取ってください。

 Wiiリモコンプラスを取り外す
WiiリモコンジャケットからWiiリモ
コンプラスを取り外してください。

Wiiリモコンジャケットの取り外しと取り付け
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Wiiリモコンジャケットの取り付け
次の手順に従って、Wiiリモコンジャケットを取り付けてください。
※	小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が取り付けて、安全を心掛けてく
ださい。

 Wiiリモコンプラスの先端を差
し込む
Wiiリモコンプラスの先端をWiiリモ
コンジャケットに差し込んでくださ
い。

 ストラップを通す
ストラップをWiiリモコンジャケッ
トの内側から底面の穴に通してくだ
さい。

 Wiiリモコンプラスに装着する
ストラップをはさまないように注意
しながら、Wiiリモコンプラスに装着
し、Wiiリモコンジャケットのコネク
タカバーをWiiリモコンプラスの外
部拡張コネクタに差し込んでくださ
い。

先端を
差し込む

しっかり
奥まで
差し込む

コネクタカバー

Wiiリモコンジャケットの取り外しと取り付け
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ストラップの交換方法
新しい専用ストラップ［RVL-018A］や任天堂のライセンス許諾を受けているスト
ラップに交換する場合は、古いストラップを取り外し、次の手順に従って正しく取
り付けてください。

 ストラップのひもを通す
ストラップ取り付け穴に、ストラッ
プのひもを通してください。

 ストラップを取り付ける
ストラップを図のように通して、Wii
リモコンプラスに取り付けてくださ
い。

専用ストラップ［RVL-018A］や任天堂のライセンス許諾を受
けているストラップ以外は使用しないでください。ライセンス
許諾を受けているストラップの商品のパッケージには、右の
マークが付いています。

このまま
引っ張る
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故障かな？と思ったら
修理を依頼される前に次のことを確認してください。

Wiiリモコンプラスが操作できない

センサーバープラグがしっかり
奥まで差し込まれていますか？

使用する本体にセンサーバープラグをしっか
り奥まで差し込んでください。

センサーバーは正しく設置され
ていますか？

Wii	U取扱説明書「センサーバーの設置」、また
はWii本体取扱説明書	準備編「センサーバーの
接続・設置」をご覧になり、正しく設置してく
ださい。

Wiiリモコンプラスとセンサー
バーの距離が近すぎたり、離れ
すぎたりしていませんか？

センサーバーから約1～3m（Wii	U	GamePad
のセンサーバーの場合は25cm以上）離れてプ
レイしてください。それでも安定しない場合は、
感度調整を行ってください（→17ページ）。

Wiiリモコンプラスはセンサー
バーの方向を向いていますか？

Wiiリモコンプラスをセンサーバーの方向に向
けてください。

Wiiリモコンプラスに乾電池は
正しくセットされていますか？

Wiiリモコンプラスに乾電池を正しくセットし
てください（→6ページ）。

Wiiリモコンプラスの電池残量
が少なくなっていませんか？

HOMEボタンメニューで電池残量を確認し、
少なくなっている場合は新しい電池に交換し
てください。

ご使用になる本体にWiiリモコ
ンプラスが登録されています
か？

Wiiリモコンプラスを本体に登録してください。
なお、登録をしても、ソフトやゲームモードに
よっては２本目以降のWiiリモコンプラスが使
用できない場合があります。くわしくは、各ソ
フトの説明書をご覧ください。

以上の点を確認しても正常に動作しない場合は、本体の電源ボタンを4秒以上押し、電
源ランプが赤色になったことを確認したあと、ACアダプターをコンセントから抜いて
ください。約2分待ってから、もう一度ACアダプターをコンセントに差し込んで、本体
の電源をONにしてください。
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故障かな？と思ったら

Wiiリモコンプラスを振っても反応しない

Wiiリモコンプラスを正しく
持ってプレイしていますか？

ゲームの指示に従って、正しく持ってプレイし
てください。

Wiiリモコンプラス（ポインター）の操作が安定しない

操作が安定しないのは、Wii	
モーションプラス対応ソフトを
プレイしているときですか？

Wiiモーションプラス対応ソフトのプレイ中に
操作が不安定になったときは、ゲーム中にWii
リモコンプラスの				ボタン側を下向きにして
水平な場所（テーブルの上など）に数秒間置い
てください。Wiiモーションプラスの機能が補
正されます。

プレイする位置からセンサー
バーの方向に、遮光していない
窓、白熱灯、その他影響がある
ものがありませんか？

Wii	U取扱説明書「センサーバーの設置」、また
はWii本体取扱説明書	準備編「センサーバーの
接続・設置」の「Wiiリモコンプラスで正常に操
作できない場合」に従って対処してください。

以上の点を確認しても正常に動作しない場合は、感度調整を行ってください
（→17ページ）。

Wiiリモコンプラスが振動しない

振動設定が「OFF」になってい
ませんか？

HOMEボタンメニューで振動設定を「ON」に
してください。

Wiiリモコンプラスのスピーカーから音が出ない

音量が０になっていませんか？ HOMEボタンメニューで音量を調整してくだ
さい。
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故障かな？と思ったら

Wiiリモコンプラスの反応が遅い

テレビによっては、テレビに入力された信号はテレビ内で画像処理された後に表
示され、その処理時間が遅延時間として発生します。使用中の本体やWiiリモコ
ンプラス、テレビの故障ではありません。

※	以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂サービスセンター
（→裏表紙）にお問い合わせください。

感度調整について
Wii	Uを使用している方はWii	Uメニュー「本体設定」の「Wiiリモコンとセン
サーバー」で、Wiiを使用している方はWiiオプションの「感度調整」でポイン
ターの感度を調整してください。

※	画面上で点滅する点が、3つ以上表示される、または、0～1しか表示されな
い場合は、光沢のあるテーブルなどにセンサーバーが映り込んでいる可能
性があります。テーブルに布をかけるなどしてセンサーバーが映り込まな
いようにしてください。
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仕様
Wiiリモコンプラス

型 名 RVL-036
使 用 電 源 単3形アルカリ乾電池（LR6） 2本
無 線 周 波 数 2.4GHz帯
出力電力 （空中線電力 ） 約1mW
通 信 規 格 Bluetooth Ver.1.2
消 費 電 力 約200mW
外 形 寸 法 横36.2mm×縦148mm×厚さ30.8mm
質 量 約133g（ストラップ、Wiiリモコンジャケット付き、乾電池含まず）
電 池 持 続 時 間 約25時間（アルカリ乾電池で、Wiiモーションプラスに対応して

いるソフトを連続で遊んだ場合）
※	電池持続時間は、使用するソフトや無線通信の使用状況、周

囲温度などの要因によっても変わりますので、あくまでもめ
やすとしてください。

Wiiリモコン専用ストラップ
型 名 RVL-018A
材 質 ABS（プラスチック部）・ポリエステル（ひも）
寸 法 約240mm
質 量 約3g

Wiiリモコンジャケット
型 名 RVL-022
材 質 シリコンゴム
寸 法 横54mm×縦160mm×厚さ42mm
質 量 約43g

※仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。
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本品は日本国内専用です。日本仕様のWii U本体およびWii本体でのみ使用可能です。



	

任天堂サービスセンター
0570 -021-010

0570 -020 -210

IP電話、携帯電話の無料通話サービスをご利用の場合は
0774-28-3133 におかけください。

IP電話、携帯電話の無料通話サービスをご利用の場合は
03-4330-7570 におかけください。

任天堂テクニカルサポートセンター

　
● 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
● 電話受付時間：10:00 ～ 18:00（祝日、会社設定休日を除く）

● 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
● 電話受付時間：     10:00 ～ 18:00（祝日、会社設定休日を除く）

（ナビダイヤル）

（ナビダイヤル）

商品・インターネット接続に関するお問い合わせ

修理に関するお問い合わせ

修理のお申し込み方法について
パソコンやスマートフォンから、24時間お申し込みいただけます。

修理のご案内（オンライン修理受付）
https://www.nintendo.co.jp/support/repair/

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。
日本国意匠登録第1266883号、日本国特許第4176824号 ©2012 Nintendo 禁無断転載
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