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    本產品是為喜愛時尚酷炫裝飾的朋友

和DIY愛好者而設計的一款多种顏色變色

外殼。這個產品是由46粒可變色多彩LED

燈組成。用戶可觸摸控制器控制顏色變化，

色彩艷麗多變，為原來單一色調的外殼增

添時尚和酷炫感。

一、產品說明

    本製品は、クールなファッションデザインがお好

きな皆様及びDIY愛好家の皆様のための可変⾊型外殻

です。この外殻は46個の多彩な可変⾊LEDで構成され

ています。使⽤者がコントローラにタッチすると、⾊

の変化を制御することができます。鮮やかで変化が多

い⾊は、従来の単⼀⾊の外殻にクールなファッション

の美を加えます。

⼀、製品説明

    Want to replace the Xbox One case to a shine , gimmick and 

attractive outlook ? why not consider our XCM Black Knight upper 

LED case , this outstand upper replacement case will let your 

console to take on an entirely new look, not only can see through 

the internal mechanical part, but also built in 46 color-changing 

LED to brighten up the whole part, you are able to change to any 

favorite color what you like, make your Xbox One console look 

smarter and outstanding forever.

⼀、製品説明

⼆、Product descriptions: what's inside the package            製品概要説明        產品概述     

1.XCM Black Knight upper LED case

①.Xbox-one�LEDゲーム機上蓋

①.Xbox-one LED主機上蓋

2.disassemble tools: flathead screwdriver, T8 screwdriver and T10 screwdriver

②.分解⽤⼯具：マイナスドライバー、T8ねじ⽤ドライバー、T10ねじ⽤ドライバー

②.拆機工具：一字批、T8螺絲批、T10螺絲批

3.LED light control board

③.LEDコントロールパネル

③.LED控制板

4.L plate (for fixing WiFi plate and buzzer)

④.L型パネル（WLANパネルとブザーが固定されています）

④.L型板（固定WiFi模板和蜂鳴器）

5.hard drive cable

⑤.HDD接続ケーブル

⑤.硬盤連接線
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三、How to detach the upper part case of Xbox One console:        Xbox-oneゲーム機上蓋の分解        將Xbox-one主機上蓋分拆

1. pry out the left side of the plate

①.左側パネルをこじ開けます。

①.將左側板撬出,如圖。

2.push out this connection plate.

②.接続パネルを外します。

②.將連接板推出，如圖。

3. insert the screw driver at oblique angles, put a bit of pressure to the parts with 

   the thumb pressed down and index finger pushes up, as shown in the picture.

③.図に⽰すように、マイナスドライバーで斜めに�す同時に、親指で下に押し、⼈差し指で上に

��押し上げ、こじ開けます。

③.將⼀字螺絲⼑斜插，另外⽤⼿指配合，拇指向下壓，⾷指向上頂，撬出，如圖。

4. erect the console and insert the screw driver at oblique angles to snap

   open these four buckles.

④.図に⽰すように、ゲーム機を縦におき、4つの箇所に斜めに挿し⼊れてアンロックします。

④.將主機豎起斜插四個位置，將扣⼦打開，如圖。

5.push away the right buckle clip.

⑤.右側のロックを解除します。

⑤.將右側扣推開，如圖。

6.Lift�it�up.

⑥.両⼿で⼒を⼊れて上向きに開けます。

⑥.⽤雙⼿⽤⼒向上掀開，如圖。

7.�remove�the�front�panel�and�the�flexible�circuit�boards�which�connect�to�the�host�device�,remove�the�

����housing�cover�and�front�panel,�as�shown�in�the�picture.

⑦.図に⽰すように、前⾯パネルとゲーム機のFPCを開け、外殻上蓋と前⾯パネルを取り出します。

⑦.掀開后將前⾯板與主機連接軟性線路板打開，取出外殼上蓋和前⾯板，如圖。

8.�detach�the�front�panel�and�the�upper�cover.

⑧前⾯パネルと上蓋を分解します。

⑧拆開前⾯板和上蓋，如圖。

9.�use�T8�screwdriver�to�unscrew�the�WiFi�plate,�disassemble�the�buzzer�and�WiFi�plate�antennas.

⑨T8ねじ⽤ドライバーでWLANパネルのねじを緩め、ブザーとWLANのアンテナを外します。

⑨⽤T8螺絲批擰開WiFi模板的螺絲，拆卸蜂鳴器和WiFi模板的天線，如圖。

10.�Use�your�T10�screwdriver�to�remove�the�screws�of�the�shield�cover.

⑩図に⽰すように、T10ねじ⽤ドライバーで上蓋を開けます。

⑩再⽤T10螺絲批打開屏蔽上蓋，如圖。

⑧ ⑨

⑦⑥

④③

②①



四、L plate assembly           L型パネルの取付            L型板組裝

1. Remove the buzzer from its socket, turn the buzzer into 180 ° and place it back.

①図に示すように、ブザーとベースを外し、ブザーの方向を180°変えて再びベースに取り付けます。

①.①先將蜂鳴器與底座拆卸，再把蜂鳴器轉向180°裝回底座，如圖。

2. Install the WiFi plate to the L plate, tighten it with the T8 screwdriver, mount 

   the buzzer on the opposite side.

WLANパネルをL型パネルに取り付け、T8ねじ用ドライバーでねじを固く締め、反対側にブザーを取り付けます。②.

② 將WiFi模板對應裝入L型板上，用T8螺絲刀擰緊螺絲，並在反面裝入蜂鳴器，如圖。.

3.Plug the L plate (with WiFi) to the host device.

③ 図に示すように、取付完了のL型パネルのWLAN接続ケーブルをゲーム機に挿し入れます。.

③ 將裝好的L型板的WiFi模板的連接線插入主機，如圖。.

4. fix the L plate onto the CD- rom, tighten the screws for the CD- rom.

④ 図に示すように、L型パネルをDVD-ROMドライブに固定し、ねじを固く締めます。.

④.將L型板固定在光驅上，擰緊光驅固定螺絲，如圖。

5. plug the buzzer 2p to its place, let the WiFi antenna plugged. then tighten the screws.

⑤.図に示すように、ブザーの２ｐフラグを元の箇所に戻し、WLANアンテナと接続し、HDDとゲーム機本体のねじを固く締めます。

⑤.將蜂鳴器2p插頭插回原處，連接WiFi模板的天線插好。再擰緊硬盤和主機螺絲，如圖。

五�、LED control panel assembly    LEDコントロールパネルの取付         LED控制板組裝

1. Tear out the plastic tape of the LED panel, and post on the cooling fan , press on it and tape tightly.

①.図に示すように、LEDコントロールパネルの下側のガムペーパーを外してから、方向を変えずに放熱ファンに貼り、フ

ァンの中央にぎゅっと押します。

①.將LED控制板下邊膠紙撕下，將其方向對應地貼在散熱風扇上，將風扇中心位置壓緊，如圖。

2. plug the hard drive connecting cable to the hard drive and plug the 2P cable to the LED control panel.

②.図に示すように、HDD接続ケーブルを直列でHDDに接続し、2pケーブルをLEDコントロールパネルに挿し入れます。

②.將硬盤連接線串聯接入硬盤，將2p線插入LED控制板上，如圖。

3. Tear out the LED cover protective film, plug the 3p and 4p plugs to the fixed LED control board, then cover the case.

③.図に示すように、LED上蓋の内側保護フィルムを外し、3pと4pのフラグを固定済みのLEDコントロールパネルに挿し入れ、上蓋に対応す

    るゲーム機の底パネルを取り付けます。

③.將LED上蓋撕掉內保護膜，3p、4p接插頭插入已固定好的LED控制板上，再把上蓋對應主機底殼蓋好，如圖。

4. Connect the front panel flexible circuit board to the host device and buckle up the sockets.

④.図に示すように、前面パネルのFPCをゲーム機に接続し、ソケットに戻して固く締めます。

④.將前面板的軟性線路板對應接入主機，扣回插座扣緊，如圖。

5.push in the front panel and the bottom case in 45 °, push the front panel to the body.

⑤.図に示すように、前面パネルと底パネルの間の角度が45℃となるように、前面パネルをゲーム機本体に向かって押し入れます。

⑤.將前面板與底殼成45°鑲嵌后，將前面板往主機方向推入，如圖。

6.push the front panel to the LED control board.

⑥.図に示すように、両手で前面パネルを取付済みのLED上蓋に押し入れます。

⑥.將前面板用雙手對接推入已經裝好的LED上蓋，如圖

7.buckle it up.

⑦.図に示すように、接続パネルを取り付けます。

⑦.扣上連接板，如圖。

8. cover the left side plate.

⑧.左側パネルを取り付け、これで取付全部終了となります。

⑧.蓋上左側板，組裝完畢，如圖。
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六 Function test        機能テスト      測試功能�、

Turn on the Xbox One console     Xbox-oneの電源を入れます。          打開Xbox-one

1.Touch the touch button , the light is ON, , each touch will change to next color, the color is rotated in circle. You have 9 color in the loop, there are: red → green → 

   blue→yellow→purple → Indigo → white→ colors automatically convert → various colors (N colors) respectively.

①.敏感タッチキーをタッチして点灯させます。タッチするたびに色が変わります。色変わりの順番：赤→緑→青→黄色→紫→紺→白→色が自動的に変わる→色が次第に変わる（複数種類の色）

①.觸摸輕觸鍵，燈亮，每觸摸一次就轉換一個顏色，分別：紅→綠→藍→黃→紫→靛→白→各種顏色自動轉換→漸變各種顏色（N种顏色）

2. Press and hold the touch button for 5 seconds to turn off the LED lights

②.敏感タッチキーを5秒間押し続けると、LEDを消灯することができます。

②.按住輕觸鍵5秒可關閉LED燈

3. please turn off the LED control board first before turned off the console, otherwise the default color setting will be malfunction.

③.ゲーム機本体の電源を切る前に、まずLEDコントロールパネルの電源を切ります。

③.在主機關掉前，先關掉LED控制板
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