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Product Overview 

Bluetooth connection for Android/iOS devices

How does the gamepad get connected?

GameSir G5 is mainly designed for MOBA and FPS games in smartphones, such 
as Arena of Valor, Mobile Legends, Rules of Survival, Knives Out and etc. More 
popular MOBA and FPS game titles will be listed on the apps consistently. 

What games can be supported?

Where can I download the games for GameSir G5?

Others

a. For Android users: please install GameSir World app to acquire the game list. 
Open the game via G-Engine in GameSir World app.
Please check the URL for the detailed remap procedures: 
https://gamesir.hk/pages/g5-tutorial 
b. For iOS users: please install Happy Chick Emulator and download the latest 
GameSir G5 adapted games directly from the app.

a. Inadequate power of the built-in battery may lead to failure of turning on. 
Please charge the gamepad with an USB cable and try turning on again.
b. Please keep the gamepad close to your devices to prevent sudden 
disconnection. Try re-connection if such cases occur.
c. RESET: There is a RESET hole at back side of the gamepad. Use some sharp 
bars such as a toothpick to stick into it to have the gamepad reset.

Why does GameSir G5 fail to control the game?
a. If you are Android user, make sure the game is gamepad-supported, and 
open the game via G-Engine in GameSir World app.
 If you are iOS user, make sure the game you play is downloaded from Happy 
Chick Emulator. 
b. Extra button remap settings are needed in games to play normally. Please 
tap the floating blue icon in game to remap the buttons.

Troubleshooting

We hope this manual can answer the questions you may have.
If you have any further questions, please contact us:

GameSir Facebook: https://www.facebook.com/myGamesir

Customer Service: cs@gamesir.hk

For More Support: https://gamesir.hk

Supporting Bluetooth connection, GameSir G5 is compatible with Android 
devices (version 4.0 and above), iOS devices (version iOS 7.0 and above). It is 
specially designed for MOBA and FPS games. Its characteristic trackpad and 
multi-button layout, which corresponds with game interface, can make game 
control much more efficient and accurate. Download the most popular game 
titles in GameSir G5 adapted version through HappyChick Emulator and 
GameSir World app, it provides the better gaming experience with brand new 
way to control!

PACKAGE CONTENTS
GameSir G5 Game Controller
micro USB charging Cable
GameSir G5 Game Controller Instruction Manual

Working Systems
iOS 7.0 and above/ Android 4.0 and above

Connection
GCM Bluetooth 5.0

Turn on / off
a. Turn on: Long press "HOME" button for 2 seconds to turn on the gamepad.
b. Turn off: Long press "HOME" button for 2 seconds to turn off the gamepad.

1) Make sure Bluetooth in your device is on
2) When the gamepad is off, long press HOME button for 2 seconds. It will flash 
quickly and enter pair mode:
a. Android phones: Connect directly through bluetooth / Enter GameSir World 
app > GameSir Spirit > Searching gamepad, and connect the gamepad with 
your phone.
Scan the QR Code or browse the link below to download GameSir World app.

b. iOS phones: Connect directly through bluetooth / Enter Happy Chick 
Emulator > (gamepad icon) > Searching GameSir, and connect the gamepad 
with your phone.Caution: GameSir G5 only works on the games downloaded 
through Happy Chick Emulator on iOS devices.
Scan the QR Code or browse the link below to download Happy Chick.

For the complete setup tutorial, please visit https://gamesir.hk/pages/g5-tutorial

Low battery indicator
a. When usable power is lower than 10%, HOME button turns red and flashes 
slowly. Please charge the gamepad timely.
b. When usable power is lower than 5%, the gamepad will turn off 
automatically.

Automatic turning off
a. When the gamepad is on, it will turn off automatically when there is no 
connection for 2 minutes;
b. When the gamepad is connected, it will turn off automatically when there is 
no control for 5 minutes;

TURBO function
The function is commonly adopted in shooting games. You finger gets fatigue 
while pressing the shooting button unceasingly, but TURBO function can realize 
continuous and strengthened shooting by holding still the TURBO button, 
meanwhile relieve your finger from fatigue.
Set up: Press still TURBO button, then press still the buttons you need to set up 
TURBO function;
Undo: Double click TURBO button, then clear all the set-up TURBO buttons;
Adjust TURBO frequency: Press still TURBO, then press UP or DOWN of D-pad. 
Press UP to quicken, each press quickens 10ms. Press DOWN to slow, each 
press slows 10ms.

Check the power
Quickly click POWER button to see indicator lights showing remain power. They 
recover to original status after showing power for 3 seconds continuously. 
Indicator lights instruction:

1)Fully charged: 75%~100%;     2)Reverse 3 lights: 50%~75%;
3)Reverse 2 lights: 25%~50%;    4)Reverse 1 light: 1%~25%;

* HOME button flashes slowly in green when charging. HOME button keeps in 
solid green when fully charged.

https://gamesir.hk/gsw

https://gamesir.hk/happychick

When light indicators show (                                          ) and HOME button keeps 
solid, the gamepad is successfully connected. Enjoy your games!
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Registration
Register your GameSir ID at https://gamesir.hk/ to get real-time information on 
your product’s warranty status and series of GameSir exclusive benefits.

What you’ll get
* 1 years limited manufacturer’s warranty
* Free online technical support at https://gamesir.hk/ 

BattleDock Function

Reset
Please use a long pin and plug into the hole at the back of GameSir G5 Game 
Controller in order to force shut down. After that, please reboot your GameSir G5 
Game Controller.

GameSir · Gaming is Winning.™
© 2018 GameSir Inc. All rights reserved. 

Product may vary slightly from those pictured.

a. After successfully connecting to iOS/Android devices，unplug the left handle 
of GameSir G5.
b. Plug in the 2.4Ghz dongle into the USB port.
c. Turn on your Mouse-Keyboard combo.
d. After connecting successfully, you can use the Mouse-Keyboard combo to 
operate GameSir G5.
* Right now, the BattleDock function of GameSir G5 only supports Mouse-
Keyboard combo that uses single 2.4Ghz dongle. When BattleDock function is 
successfully operated, you cannot use GameSir G5 as a game controller 
simultaneously.
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GameSir G5 コントローラー

取扱説明書

各部の名称

バッケージ内容
GameSir G5 コントローラー 

Micro-USB充電ケーブル

GameSir G5 コントローラー 取扱説明書

システム要件
Ios7.0以降/Android4.0以降

ユーザー登録

登録による特典

https://gamesir.hk/にてGameSir 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、GameSir会員専用のメリットを得ることができ

ます。

12ヵ月のメーカー限定保証（コントローラー本体のみ）https://gamesir.hk/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（英語/日本語対応）

コンソールゲームプレイを新しいレベルに引き上げるために生まれたGameSir G5 コント

ローラーは、無限とも言えるカスタマイズ性を備えたし、ゲームの勝敗の鍵と言えるし、世

界初のタッチパッド＆ジョイスティックの未来コントローラーです｡ 完全にプログラム可能

な 33個ボタン、コントロール精度高いタッチパッド、GCM Bluetooth5.0 技術と新世代

GameSir Next-Gen を装備しているCPU、ウスとキーボードをコントロール可能の

BattleDock 機能を特徴としています。

製品概要

＊ 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。

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。

GameSir Facebook: https://www.facebook.com/myGamesir

GameSir 公式Eメール: cs@gamesir.hk

GameSir 公式サイト: https://gamesir.hk
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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。

＊ 当分、GameSir G5 コントローラーのBattleDock （バトルドック）機能は2.4Ghzドングル

をシェアするマウスとキーボードをサポートのみです。BattleDock （バトルドック）機能を

スタートすると、コントローラー本体をコントロールできなくなります。

ホームボタンを2秒長押しするとコントローラーがシャットダウンし、すべてのライトが消灯

します。

GameSir G5 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。

GameSir G5 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。

GameSir G5t コントローラーがオン状態で、バッテリー残量チャックボタンを押して、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%。バッテリー残量は10％に下回る場合、HOMEボ

タンライトは赤いライトが点滅します。バッテリー残量は5％が電池の保護電圧に下回る

場合、コントローラーが自動にシャットダウンします。

充電時間は3～3.5時間です、充電中にHOMEインジケータライトは緑光に点滅します。

充電完了（残量100%）はHOMEインジケータライトは緑光に点灯します。

充電完了後に充電線ケーブルを抜いてください。

シャットダウン

自動シャットダウン

残量確認/残量不足警告

充電

GameSir G5 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。

GameSir G5 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。

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。

TURBOボタンダブルクリックすると、連射機能を解除します。

GameSir G5 コントローラーのHappy Chink（Ios）/GameSir World（Android）設定およ

び使用の詳細な手順については、GameSir G5 コントローラーのチュートリアル

（https://gamesir.hk/pages/g5-tutorial-jp）を参照してください。

GameSir · Gaming is Winning.™ゲームサー、プレイが勝つを。™
© 2018 GameSir Inc. All rights reserved. 

Product may vary slightly from those pictured.

リセット（Reset）

連射機能

e. 「GameSir-G5」をドラックして、接続してください。

f.                                  インジケータライト点灯になりますと、接続成功です。

c. HOMEボタンライトは青い光で点滅になります。

モードインジケータライトが点灯します。

d. 「設定>Bluetooth>Bluetooth リスト」 / 「Happy Chink（Ios）>Controller>search」には 

「GameSir-G5」が表示されます。

a. Ios/Androidへの接続は接続成功後、本体からGameSir G5 コントローラーの左ハンド

ルを外してください。

b. 2.4Ghzドングルを2.4Ghz専用端子に差し込んでください。

c. マウスとキーボードのコンボのスイッチをオンにしてください。

d. 接続成功後、マウスとキーボードはGameSir G5 コントローラーをコントロールできます。

Androidへの接続

BattleDock （バトルドック）機能

a. デバイスのBluetoothオンにしてください 。「設定>接続済みの端末>Bluetooth」

b. HOME ボタンを 2 秒押してGameSirG5 コントローラーを起動してください。

c. HOMEボタンライトは青い光で点滅になります。

モードインジケータライトが点灯します。

d. 「設定>Bluetooth>Bluetooth リスト」 / 「GameSir World（Android）>GameSir Spirit>

CONNECT」には 「GameSir-G5」が表示されます。

e. 「GameSir-G5」下のFastConnectをクリックして、同時GameSirG5 コントローラーのホー

ムボタンをクリックして、接続してください。

f.                                 インジケータライト点灯になりますと、接続成功です。

起動およびコントローラー接続

＊ご注意:GameSir G5 コントローラーを使用します前、是非こちらの

（https://gamesir.hk/pages/g5-tutorial-jp）チュートリアルに従う上、下記のQRコードを

スキャンしてHappy Chink（Ios）/GameSir World（Android）をインストールしてください。

a. デバイスのBluetoothオンにしてください 。「設定>Bluetooth」

b. HOME ボタンを 2 秒押して GameSirG5 コントローラーを起動してください。

機能説明

Iosへの接続

https://gamesir.hk/gsw

https://gamesir.hk/happychick
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タッチパッドカスタマイズボタン

スマホスタンド バッテリー残量チャックボタン

方向キー HOMEボタン TURBOボタン

SELECTボタン STARTボタン

L5ボタン R5ボタン L4ボタン R4ボタン R2ボタン

L2ボタンL1ボタンR1ボタン

2.4Ghz専用端子


