
GameSir G4s controller
取扱説明書

このたびは、弊社製品を買い上げいただき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のうえ、本品を安全にご使用ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

 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。

 光学式センサー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。

 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡

してください。

一.製品概要

GameSir G4s controller は、Bluetooth4.0 ワイヤレス接続方式に対応し、Android 設備

(システムバージョン 4.3 以上）、IOS 設備（システムバージョン IOS8.0 以上）に適用し

ます。2.4GHz ドングルと有線接続で Window PC（win7,8,10）に適用します。



二. 製品仕様

製品名 GameSir G4s controller

品番 G4s

対応OS iOS/Android/Window PC（win7,8,10）/PS3

ペアリンク方式 Bluetooth 4.0/2.4GHz/有線接続

ペアリンクモード Android/GCM/Xinput/Dinput/iCADE

電池種類 リチウムポリマー電池 800mAh

入力 5V-2A

包装寸法 175*128*89mm

製品寸法 155*102*65.5mm



三. コントローラー概要





四、機能説明

1、起動およびコントローラー接続

電源ボタンを押すと起動します。起動後にコントローラーの ABXY ボタンのカーラー LED

が点灯します。LED 電量指示ライトが点滅します。

「1」、Bluetooth にペアリングステップ (IOS システム)

a. デバイスの Bluetooth オンにしてください 。

b. Y + HOME ボタンを 2 秒押してゲームパッドを起動してください。

c. インジケータライトは光で点滅になります。

d. Bluetooth リストには 「GameSir-G4s」が現れています。

e. 「GameSir-G4s」をドラックして、ペアリングしてください。

f. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

「2」、Bluetooth にペアリングステップ (Android システム)

a. デバイスの Bluetooth オンにしてください 。

b. A + HOME ボタンを 2 秒押してゲームパッドを起動してください。

c. インジケータライトは光で点滅になります。

d. Bluetooth リストには 「GameSir-G4s」が現れています。

e. 「GameSir-G4s」をドラックして、ペアリングしてください。



f. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

「3」、Bluetooth にペアリングステップ (Android システム方式 2)

a.B + HOME ボタンを 2 秒に押してゲームパッドを起動してください。

b. インジケータライトは光で点滅になります。

c. Bluetooth リストには 「GameSir-G4s」が現れています。

d. 「GameSir-G4s」をドラックして、ペアリングしてください。

e. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

※B+Home で起動する場合、インジケータライトは光で点灯します。マウスシミュレー

ションモードがありません。

「4」、2.4GHz でペアリングステップ

a. 2.4GHz ドングルをデバイスに差し込んでください。

b. X+Home ボタンを押してゲームパッドを起動してください。

c. インジケータライトの光で点滅になります。

d.ペアリングをお待ちしてください。

e. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

「5」PS3 とペアリングステップ

a. 2.4GHz ドングルをデバイスに差し込んでください。

b. TURBO+Home ボタンを押してゲームパッドを起動してください。



c. インジケータライトの光で点滅になります。

d.ペアリングをお待ちしてください。

e. インジケータライトの光で点灯になりますと、ペアリング成功です。

2、シャットダウン

1）ホームボタンを 3-5 秒長押しするとコントローラーがシャットダウンし、すべての LED

ライトが消灯します。

3、自動シャットダウン

「1」コントローラーが接続済みの状態で 5 分間以上操作されないと自動にシャットダウ

ンします。

「2」コントローラーが接続なしの状態（接続待ち）で 2 分間以上接続されないと自動に

シャットダウンします。

4、残量確認

コントローラーが正常に接続された後、LED が現在の残量情報を表示します。

LED 表示比例：全部点灯＝約 75%~100%、3 灯点灯＝50%~75%、2 灯点灯＝25%~50%、

1 灯点灯＝1~25%。

5、残量不足警告

a.残量が警告低電圧を下回る場合、LED が点滅します。

b.残量が電池の保護電圧を下回る場合、コントローラーが自動にシャットダウンします。



6、充電

a.充電時に LED1-4 が順次に点滅します。

b.充電完了（残量 100%）時に LED1-4 が点灯します。充電完了後に充電線ケーブルを抜

いてください。

7、リセット（Reset）

ゼムピンをコントローラーの裏面の穴に差し込み、コントローラーがオフになり、その後

再起動します。

8、調節/ボタンの消灯

L2+R2+R3 同時に押しながら、方向キーの Up/Down ボタンを押すとボタンのライトの

明るさを調節できます。

9、振動の強さの調節

Clear と方向キー Up/down を同時に押すと振動の強さを調節できます。

10.マウスシミュレーションモード(Android システム専用)

マウスシミュレーションモードはコントローラをマウスのように動かせます。左ジョイス

ティックは動きを操れます。 A ボタンを押すとマウスの左ボタンを模擬できます。B ボ

タンを押すとマウスの左ボタンを模擬できます。

a.マウスモードオン: ゲームパッドがペアリングした後、 SELECT+ X ボタンを押してマ

ウスモードになります。一番右のインジケータライトは光で点灯します。



b.マウスモードオフ: SELECT + X 押してマウスモードをオフになります。一番左のイン

ジケータライトは光で点灯します。

11.モード転換

a. PC とコントローラと Xinput モードで接続するとき、ホームキーを数秒押すと Dinput

モードになります。（Home”ボタンは緑の光で点灯します。）

b. 逆に、ホームキーを数秒押すと、Dinput モードを Xinput モードに転換できます。

12.左ジョイスティックと方向キーの機能を転換

あるシミュレーターは方向キーの設置をサポートできませんし、方向キーを使い慣れたゲ

ーマーは L3 と Clear ボタンを同時に押して、方向キーと左ジョイスティックの機能を転

換できます。もう一度押すと、復元できます。

13.連射機能

TURBO ボタンを押しながら連射させたいボタンを押すと連射になります。解除は CLEAR

ボタンを押しながら解除したいボタンを押すと、解除します。

14.GameSir A2 マッピングツールとペアリングの使い方はこちらのリンクにご覧下さい。

リンク:https://gamesir.hk/pages/a2-tutorial-jp

https://gamesir.hk/pages/a2-tutorial-jp

