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

GameSir Facebook: https://www.facebook.com/myGamesir
Twitter: https://twitter.com/mygamesir
Customer Service: cs@gamesir.hk
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GAMESIR GM180 MOUSE DPI ADJUSTMENTCOMBINATION FUNCTION KEYS

AUTOMATIC POWER OFF

POWER INSTRUCTIONS

GameSir GM180 mouse's default DPI is 1600. Press DPI key at its back to 

switch 3 levels of DPI adjustment (800/1200/1600).

Equipped with various combination keys, GameSir Z2 Keypad can meet 

varied gaming demands through perfectly dealing with different types of 

games and scenes. GameSir Z2 Keypad owns two sets of unique default 

key layout profiles, which allow you to switch between W/A/S/D mode and 

D-pad mode by pressing Fn+W.

W/A/S/D mode: indicator light is on.

D-pad mode: power light and D-pad mode switch light are both on.

When GameSir Z2 Keypad is connected, it will automatically power off within 

600 seconds under no operation.

When GameSir Z2 Keypad is disconnected, it will automatically power off within 

120 seconds under no operation.

When GameSir Z2 Keypad is connected, power indicator is off.

When GameSir Z2 Keypad is charging or in low power condition (15% and 

below), power indicator flashes in red.

a.Power on GameSir Z2 Keypad.

b.Press Fn+F4 to switch to PC mode. The indicator light will flash in green, 

indicating GameSir Z2 Keypad can be connected.

c.Insert GameSir Z2 Keypad's 2.4GHz receiver into Window PC's USB 

port.

d.The indicator light will stay solid green. GameSir Z2 Keypad is successfully 

connected with PC.

e.Insert GameSir GM180 mouse's 2.4GHz receiver into Window PC's USB 

port.

f.Driver will be automatically installed on PC. After installation, GameSir Z2 

Combo can work normally. 

a.Turn on Bluetooth of Android device.

b.Power on GameSir Z2 Keypad.

c.Press Fn+F5 to switch to Bluetooth mode. The indicator light will flash in blue, 

indicating GameSir Z2 Keypad can be connected.

d.Download GameSir World app, enter "GameSir Spirit" > "Searching 

gamepad", connect the gamepad with your phone via Bluetooth.

e.The indicator light will stay solid blue, GameSir Z2 Keypad is successfully 

connected with Android devices.

f.Insert GameSir GM180 mouse's 2.4GHz receiver into Window PC's USB 

port.

g.GameSir Z2 Combo can work normally. Click "Gamepad Test" in GameSir 

World app to take a test.

Scan the QR Code or browse the link below to download GameSir World app.

CONNECT PC VIA 2.4GHZ RECEIVER

CONNECT ANDROID(4.0 OR ABOVE) DEVICES

PRODUCT DESCRIPTION

PACKAGE CONTENTS

SYSTEM REQUIREMENT
Windows 7 or above

Android 4.0 or above

Register your GameSir ID at https://gamesir.hk/ to get latest updates 

about GameSir products and gaming news.

REGISTRATION

* 30 calendar days to return an item from the date you received it. 

* 12-month replacement with the same model from the date you received it.

* Free online technical support at https://gamesir.hk/

YOUR BENEFITS

GameSir Z2 E-sports Wireless Keypad & Mouse Combo contains GameSir Z2 

wireless one-handed gaming keypad and GameSir GM180 E-sports wireless 

gaming mouse. It is compatible with Windows PC/Android through stable 

2.4GHz receiver, providing accurate and flexible keypad and mouse control.

GameSir GM180 E-sports wireless gaming mouse greatly optimizes aiming 

accuracy and stability to avoid external mouse's poor compatibility and high 

consumption.

GameSir Z2 wireless one-handed gaming keypad (with 2.4GHz wireless 

receiver)

GameSir GM180 E-sports wireless gaming mouse (with 2.4GHz wireless 

receiver)

Mirco USB cable (3.28 ft.)

Detachable and slidable palmrest

User Manual

Built-in with 1000mAh lithium battery, GameSir Z2 wireless one-handed 

gaming keypad can be connected through 2.4Ghz/Bluetooth. The slidable 

ergonomic palmrest perfectly suits different gestures for a faster control.

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

Product may vary slightly from those pictures.
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DEVICE LAYOUT DEVICE LAYOUT

D-pad mode switch light USB connector (for mouse)

Detachable and slidable palmrest Power Switch

Power light Micro-USB

Connection indicator light 2.4GHz receiver

GM180

Left button Right button Middle & Roller DPI Key

Forward Backward Optical sensorMouse skate

Battery box 2.4GHz receiver

FN+Tab: Print Scrn

FN+F: PgUp

FN+V: PgDn

FN+G: Insert

FN+B: Delete

FN+Shift: =

FN+M: Caps Lock

FN+F3: 2.4GHz receiver force pairing

FN+F1+F2: Bluetooth force pairing: Disconnect 
current Bluetooth connection for new connection. 
Invalid after reboot.

E-sports Wireless Keypad & Mouse Combo

* When GameSir Z2 Keypad automatically powers off, please switch on and 

connect again with your devices.
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取扱説明書

コンビネーションキー

バッケージ内容
GameSir Z2 ワイヤレスゲーミングキーパット（2.4GHzドングル付き）

GameSir GM180 ワイヤレスゲーミングマウス（2.4GHzドングル付き）

Mirco USBケーブル（1M）

着脱式レールバームレスト

取扱説明書

システム要件
Windows7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

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）

GameSir Z2 E-sports ワイヤレス ゲーミングキーパッド（以下「GameSir Z2 ゲーミング

キーパッド」と言います）とGameSir GM180 E-sportsワイヤレスゲーミングマウス（以下

「GameSir　GM180 ゲーミングマウス」と言います）コンボは、2.4GHzドングルによって、

Windows /Androidにて精確でハイフリーなキーボードとマウスのコントロールを実現し

ます。E-sportsレベルメカニカル青軸を搭載し、1000mAhのリチウム電池を内蔵し、

2.4Ghzと Bluetooth接続をサポートできます。 

a.GameSir Z2 ゲーミングキーパットをオンにしてください。

b.GameSir Z2 ゲーミングキーパッドのFN+F4ボタンを同時に押してpc接続モードに切り

替わります。インジケータライトが緑光で点滅すると、GameSir Z2 ゲーミングキーパッド

は接続待ち状態に入ります。

c.GameSir Z2 ゲーミングキーパッドの2.4GHzドングルをPCのUSBポートに差し込んで

ください。

d.インジケータライトが緑光で点灯になりますと、接続成功です。

e.GameSir GM180  ゲーミングマウスの2.4GHzドングルをPCのUSBポートに差し込んで

ください。

f.PCは自動的に対応するドライバをインストールします。ドライバがインストールされると、

GameSir Z2 E-sportsワイヤレスゲーミングキーパット＆マウスコンボを動作できるよう

になります。

様々なコンビネーションキーを装備したGameSir Z2ゲーミングキーパッドは、プレイヤー
のニーズを最大限に引き出し、違うタイプのゲームでも対応するように設計されました。
更に、特有のダブルモードを備え、使用中にFN+W/A/S/Dで迅速に切り替わります。電源イ
ンジケータライトが点灯すると、デフォルトモードになっています。電源インジケータライト
と方向キーモードの転換ライトが同時に点灯すると、方向キーモードになっています。

GameSir GM180 ゲーミングマウスDPI調節
GameSir　GM180 ゲーミングマウスのデフォルトDPI値は1600です。
DPIステージ調整ボタンを押して、3段階のDPI（800/1200/1600）を切り替えます。

自動シャットダウン
GameSir Z2ゲーミングキーパッドが接続済みの状態で600秒以上操作されないと自動的
にシャットダウンします。
GameSir Z2ゲーミングキーパッドが接続なしの状態（接続待ち）で120秒以上接続されな
いと自動的にシャットダウンします。
自動的にシャットダウンした後、もう一度スイッチをオンにしてお使いのデバイスに接続
してください。

バッテリー残量説明
GameSir Z2ゲーミングキーパッドが接続状態ではバッテリー残量のLEDインジケータライ
トがオフになります。
GameSir Z2ゲーミングキーパッドが充電状態の場合またはバッテリー残量が15％に下回
る場合は、バッテリー残量のLEDインジケータライトが赤く点滅します。

GameSir GM180 ゲーミングマウスは、精度とバランスを最大幅に最適化され、外付け

マウスの互換性など問題を避けるように設計されました。 多段階調節可能な人間工学に

基づいた着脱式レールバームレストで、プレイヤーを一歩早く勝たせます。

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。
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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。

光学式ライト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。

ワイヤレスゲーミングキーパット＆マウスコンボ
GameSir Z2 E-sports

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

Twitter: https://twitter.com/mygamesir

Customer Service: cs@gamesir.hk

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.

2.4GHzドングルでPCへの接続ステップ

a.AndroidデバイスのBluetoothをオンにしてください。

b.GameSir Z2  ゲーミングキーパットをオンにしてください。

c.GameSir Z2 ゲーミングキーパッドのFN+F5ボタンを同時に押してBluetooth接続モード

に切り替わります。インジケータライトが青い光で点滅すると、GameSir-Z2 ゲーミング

キーパッドは接続待ち状態に入ります。

d.Bluetoothで直接に接続 /GameSir World app に入る> GameSir Spiritをタップ > 

GameSir Z2 ゲーミングキーパッドを検索してお使いのデバイスに接続します。

e.インジケータライトが青いライトで点灯になりますと、接続成功です。

f.GameSir GM180 ゲーミングマウスの2.4GHzドングルをGameSir Z2 ゲーミングキーパッド

の2.4GHzドングル専用USBポートに差し込んでください。

g.GameSir Z2 E-sportsワイヤレスゲーミングキーパット＆マウスコンボを動作できるよう

になります。

QRコードをスキャンするか下記のリンクにてGameSirWorld アプリをインストールして

ください。

BluetoothでAndroidデバイス（4.0以降）への接続ステップ
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GM180

FN+F1+F2: Bluetoothを強制的にペアリングすることです。
現行ペアリングしているデバイスの登録を解除して、新しい
デバイスに接続できます。

FN+F3: 2.4GHzドングルを強制的にペアリングします。

FN+Tab:【Print scrn】

FN+M:【Caps Lock】

FN+F:【PgUP】

FN+G:【Insert】

FN+Shift:【= イコ一ル】

FN+V:【Pgdn】

FN+B:【Delete】

インジケータライト 2.4GHzドングル

方向キーモードライト マウス専用USBポート

バッテリー残量ライト Mirco USBポート

着脱式レールバームレスト 電源スイッチ

左マウスボタン
右マウスボタン
スクロールホイール
DPIステージ調整ボタン
フォワードボタン

バックボタン
テフロンマウスソール
高精度オプティカルセンター
バッテリーボックス

2.4GHzドリンク

各部の名称 各部の名称


