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PACKAGE CONTENTS
GameSir M2 MFi Bluetooth Controller
User Manual

SYSTEM REQUIREMENTS
iOS 7.0 or later
MacOS 10.6 or later

REGISTRATION

Register your GameSir ID online at https://gamesir.hk/ to get real-time information 
on your product's warranty status and a series of exclusive benefits from GameSir.

YOUR BENEFITS
* 12-month replacement of the same model from the date you received it.
* Free online technical support at https://gamesir.hk/

POWER UP YOUR
GAMESIR DEVICE

MFi Games for GameSir M2



Power On: Switch the power switch to “ON”.
Power Off: Switch the power switch to “OFF”.

DEVICE LAYOUT

POWER ON / OFF

Indicator Lights

MENU Button

Pairing Button

ABXY Buttons

Left Joystick

D-Pad

Right Joystick

R1/R2 Trigger Button

Built-in Bracket

L1/L2 Trigger Button

Lightning Port

Power Switch



a. Power on GameSir M2, the indicator lights will flash.
b. Turn on Bluetooth on iOS / MacOS device and connect to GameSir M2.
c. When the indicator light remain lit, the connection is complete.
＊If you want to connect GameSir M2 to another new iOS / MacOS device, press 

and hold the pairing button for 3 seconds while GameSir M2 is turned on.

CONNECTION

a. When GameSir M2 is connected, it will automatically enter sleep mode if there is 
no operation for 10 minutes.

b. Press and hold the MENU button for 2 seconds to wake up GameSir M2.

SLEEP MODE

Indicatior Lights

Pairing Button

Video tutorial



a. Press and hold the MENU button and pairing button simultaneously for 5 seconds 
to enter reset mode.

b. If the indicator lights flash quickly, you can pair GameSir M2 again via Bluetooth.

RESET

a. If the battery level is lower than 10%, the indicator lights will flash for 10 seconds 
when GameSir M2 is turned on.

b. If the battery level is lower than 5%, GameSir M2 will be automatically turned off 
for battery protection.

c. When GameSir M2 is being charged, the indicator lights will flash circularly.
d. When GameSir M2 is fully charged, the indicator lights will stay on. 

BATTERY STATE



iOS7.0(以降)
Mac OS(10.6以降)

GameSir-M2 Bluetooth MFi コントローラー
取扱説明書

日本語
パッケージ内容

システム要件

ユーザー登録
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。

登録による特典
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）

各部の名称



ペアリングボタン

機能説明

iOS/Mac OSへの接続インジケーターライト
MENUボタン
ペアリングボタン
A/B/X/Yボタン

オン：電源スイッチを「ON」に調節して、コントローラーをオンにする。
オフ：電源スイッチを「OFF」に調節して、コントローラーをオフにする。

a. GameSir-M2をオンにすると、インジケータライトが同時に点滅し、GameSir-M2は接続待ち
状態に入ります。
b. デバイスのBluetoothをオンにしてください 。「設定>Bluetooth」
c. GameSir-M2を検索してお使いのデバイスに接続します。「設定>Bluetooth>その他のデバ
イス」
d. インジケータライトが点灯すると、接続完了です。
＊新デバイスと接続したい場合は、ペアリングボタンを3秒長押すと、新デバイスとペアリン
グしてください。

左ジョイスティック
D-Pad
右ジョイスティック
R1/R2ボタン

ブラケット
L1/L2ボタン

充電端子
オン/オフ

ビデオ チュートリアル



インジケーターライト

自動休眠 リセット

GameSir-M2が接続済みの状態で10分以上操作されないと自動的に休眠します。
＊自動的に休眠したら、MENUボタンを2秒長押すと、休眠が終わります。

a. MENUボタンとペアリングボタンを5秒長押すと、リセットモードに入ります。
b. インジケーターライトが早速に点滅すると、再度ペアリングできます。



充電端子

バッテリー残量説明

a. バッテリー残量が10％に下回る場合、GameSir-M2をオンにする際にインジケーターライト
が10秒点滅します。
b. バッテリー残量が5％に下回る場合、自動的に低電力保護状態に入って自動的にシャットダ
ウンします。
c. 充電中ではインジケータライトが循環点滅します。。
d. 充電完了（100%充電済み）の場合、インジケータライトが点灯します。

NOTICE Please read this Precautions carefully.
CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed 
or inhaled.
DO NOT use the product near fire.
DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
DO NOT strongly bend or pull cable parts.
Use a soft, dry cloth while cleaning.
DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
DO NOT disassemble, repair or modify.
DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used 
for non-original purposes.
DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.



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。


