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User Manual
取扱説明書



POWER UP YOUR
GAMESIR DEVICE

https://gamesir.hk/gsw
(GameSir World)

https://gamesir.hk/pages/gse
(GameSir Engine)

We hope this manual answered any questions you may have had. 
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

PRODUCT DESCRIPTION
GameSir T6 Bluetooth Controller equips with high-speed Bluetooth 4.0 chip 
and Next-Gen CPU. It is compatible with Android devices (4.0 or above) through 
GCM connection. The portable size and stretchable grip can �t mobile phones 
in various sizes. Additionally, GameSir World app unlocks unlimited popular 
games to play with T6.

PACKAGE CONTENTS
GameSir T6 Bluetooth Controller
Micro-USB charging cable
User Manual

SYSTEM REQUIREMENT
Android 4.0 (or higher)
iOS 7.0 (or higher)

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 bene�ts.

TECHNICAL SUPPORT
What you'll get:

12 months limited manufacturer's warranty
Free online technical support at https://gamesir.hk/  (Supports English and 
Japanese)



AUTOMATIC POWER OFF
When T6 is connected, it will automatically power o� within 300 seconds under 
no operation.
When T6 is disconnected, it will automatically power o� within 120 seconds 
under no operation.
When T6 is automatically power o�, please press A/B to power on and reconnect 
with your devices.

CHARGING
When T6 is in low power condition (15% and below), LED indicator light �ashes 
in red.
When T6 is charging with power o�, LED indicator light �ashes in red.
When T6 is charging with power on, LED indicator light �ashes in quick alternate 
red/blue.
When T6 is charging under connection, LED indicator light �ashes in alternate 
red/blue.
When charging �nishes, LED indicator light keeps in solid red and blue.

RESET
Simultaneously press A+B+LT for 3 seconds. When LED indicator light �ashes 
in blue, T6 can be reconnected with your devices.

CONNECT THE GAMEPAD
Connect Android devices

a. Turn on Bluetooth of Android device.
b. Power T6 on. When LED indicator light �ashes in blue, T6 can be connected. 
c. Connect directly through bluetooth / Enter GameSir Worldapp > GameSir Spirit 

> Searching gamepad, and connect T6 with your phone.
d. When LED indicator light keeps in solid blue, T6 is successfully connected.

Connect iOS devices

a. Turn on Bluetooth of iOS device.
b. Power T6 on. When LED indicator light �ashes in blue, T6 can be connected.
c. Go to Settings > Bluetooth > OTHER DEVICES to connect GameSir T6 with 

iOS devices. Caution: For iOS devices, T6 only works with games downloaded 
in GameSir Engine.

d. When LED indicator light keeps in solid blue, T6 is successfully connected.

DEVICE LAYOUT

Joystick A Button B Button

LED Indicator Light LT Button LB Button

Power Button Micro-USB Micro-USB charging cable



日本語
製品概要
GameSir T6 Bluetoothコントローラーは、高速チップと新しいNext-Gen CPUを搭載
し、GCM Bluetooth 4.0技術を通してAndroid 4.0以降/iOS7.0以降のデバイスに接続
できます。伸縮式デザインで持ち運びに便利で、いつでもどこでもプレイできます。
ほとんどサイスのスマートフォに対応できます。 GameSir T6 Bluetooth コントロー
ラーと一緒に超人気ゲームをプレイしましょう。 機能説明

Androidデバイスへの接続

a. デバイスのBluetoothオンにしてください 。「設定>Bluetooth」
b. スイッチをオンにして GameSir T6 Bluetooth コントローラーを起動してください。
LEDインジケータライトが青く点滅になり、GameSir T6 Bluetooth コントローラー
は接続待ちの状態に入ります。
c. GameSir Worldアプリ> GameSir Spirit>GameSir T6 Bluetooth コントローラーを
検索してお使いのデバイスに接続します。

d. LEDインジケータライトが青く点灯になりますと、接続成功です。

iOS デバイスへの接続
a. デバイスのBluetoothオンにしてください 。「設定>Bluetooth」
b. スイッチをオンにしてGameSir T6 Bluetooth コントローラーを起動してください。 
LEDインジケータライトが青く点滅になり、GameSir T6 Bluetooth コントローラー
は接続待ちの状態に入ります。
c. GameSir T6 Bluetooth コントローラーを検索して、接続します。
「設定> Bluetooth>その他のデバイス」
ご注意：GameSir T6 BluetoothコントローラはGameSir Engineアプリからダウン
ロードしたゲームでのみ動作します。
d. LEDインジケータライトが青く点灯になりますと、接続成功です。 

各部の名称
ジョイスティック

Aボタン

Bボタン

LEDインジケータライト

LTボタン

LBボタン

電源スイッチ

Micro-USB端子

Micro-USB充電ケーブル

バッケージ内容
GameSir T6 Bluetoothコントローラー 
Micro-USB充電ケーブル
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
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（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）



自動シャットダウン
GameSir T6 Bluetooth コントローラー は接続済みの状態で300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 T6 Bluetoothコントローラー は接続なしの状態（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。

充電
バッテリー残量は15％に下回る場合、LEDインジケータライトは赤く点滅します。
GameSir T6 Bluetooth コントローラー はオフの状態で充電する場合、LEDインジ
ケータライトが赤く点滅します。
GameSir T6 Bluetooth コントローラー はオンの状態で充電する場合、LEDインジ
ケータライトが赤と青のライトを素早く交互に点滅します。
GameSir T6 Bluetooth コントローラー は接続済みの状態で充電する場合、LEDイ
ンジケータライトが赤と青のライトで交互に点滅します。
充電完了（100%充電済み）の場合、LEDインジケータライトが赤と青のライトで点灯
します。

リセット
同時にA+B+LTを３秒押すと、LEDインジケータライトが青く点滅になり、GameSir T6 
Bluetooth コントローラーは接続待ちの状態に入ります。

自動シャットダウンの場合は、A/Bボタンを押して、もう一度お使いのデバイスに
接続します。

简体中文
产品简介

        小鸡手柄T6，拥有蓝牙4.0高速芯片，极速连接。支持安卓/苹果系统，通过

云适配，即连即玩。可拉伸机身，支持主流手机。满足各类玩家需求，支持云适

配大厅，小鸡模拟器，小鸡游戏世界，热门游戏下载即玩。使用时，需下载配套

APP。

包装内容
盖世小鸡T6手游单手手柄

Micro-USB 充电数据线

使用说明书

系统要求
安卓（4.0以上）

iOS（7.0以上）

连接方法

a. 打开安卓设备蓝牙。

b. 拨动盖世小鸡T6手游单手手柄电源开关至ON.此时LED指示灯闪烁蓝光，盖世

小鸡T6手游单手手柄进入等待连接状态。

连接安卓设备

设备布局

摇杆

A按键

B按键

LED指示灯

LT按键

LB按键

开关键

Micro-USB接口

数据线



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 �re.
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.

自动休眠
当盖世小鸡T6手游单手手柄处于正常连接状态时，无操作情况下将于300秒内自
动休眠。
当盖世小鸡T6手游单手手柄处于未连接状态时，无操作情况下将于120秒内自动
休眠。
自动休眠后请按A/B/LT/LB任意键唤醒休眠。

充电
当盖世小鸡T6手游单手手柄处于电量15%以下的低电量状态时，LED指示灯闪烁
红光。当关机状态下进行充电，LED指示灯闪烁红光。
当盖世小鸡T6手游单手手柄处于正常连接状态下进行充电，LED指示灯蓝灯常亮，
红灯闪烁。当充电完成后，LED指示灯红灯常亮。

蓝牙强制配对
同时按下A+B+LT键3秒，此时LED指示灯闪烁蓝光，盖世小鸡T6手游单手手柄可
连接新的设备。

a. 打开iOS设备蓝牙。
b. 拨动盖世小鸡T6手游单手手柄电源开关至ON.此时LED指示灯闪烁蓝光，盖世
小鸡T6手游单手手柄进入等待连接状态。

c. 进入系统设置> 蓝牙>搜索，将Gamesir-T6手游单手手柄与iOS设备连接。
注意：对于iOS设备，T6仅适用于在小鸡精灵APP中下载的游戏。
d. LED指示灯常亮蓝光，表示成功连接。

连接iOS设备

手柄官网 更多手柄帮助和游戏操作
请扫描二维码

c. 进入系统设置> 蓝牙>搜索，将Gamesir-T6手游单手手柄与设备连接，进入小
鸡游戏世界APP> 添加官方下载的游戏，G引擎进入。

d. LED指示灯常亮蓝光，表示成功连接。



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。

＊ 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。

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。

注意事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。

联系方式:

QQ：800082537

电话：400-8828035（时间：9：00-18：00）

官网：www.xiaoji.com

出品：广州小鸡快跑网络科技有限公司

地址：广州市天河区建业路华翠街68号301A-1

2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损（包括商品外包装、附赠品、说明书、

售后卡、标签等），不影响二次销售。

3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售

后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回（如不完整填写保修卡信息，

恕无法提供任何的售后服务。)



保修卡
(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修）

用户姓名

联系电话

联系地址

售后要求

售后原因

订单编号

（注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系）

退 换 保修


