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PACKAGE CONTENTS

REQUIREMENTS

GameSir-VX Adapter *1
User Manual *1

PS5 console
WiFi router
PC (Win 7/10 or above) with a USB port
Compatible USB peripherals: GameSir VX2 AimBox, GameSir 
VX2 AimSwitch, Official DualShock, Xbox One, Xbox One X/S, 
Xbox Series X/S, Xbox Elite Wireless Controller Series 2, 
Nintendo Switch Pro Controller, etc

Indicator

Pairing Key

DEVICE LAYOUT

USB Port (For USB Peripheral)
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1. Go to https://www.gamesir.hk/pages/tutorial-vx-adapter, locate Configuration 
File for VX Adapter, download and unzip it.
2. Open the configuration file, then double-click VxAdapter.exe.
3. After opening VxAdapter.exe, it will be shown as below. (You can switch 
languages by clicking the buttons.)

① Connect the PS5 console to your WiFi router through cable or WiFi.
② Log into your PSN account on the PS5 console.
③ Ensure the network is working well. Go to Settings > Network > Connection 
Status > Test Internet Connection on 
the PS5 console.
④ Select Settings > System (Console) > Remote Play > Start Remote Play. 
*For first time use, VX Adapter needs to be set up on the PC (Win 7/10 or 
above). After successful setup, you can just plug and play every time if both 
the PSN account and WiFi are not changed.

CONFIGURATION TUTORIAL
PREPARATION

DOWNLOAD VX ADAPTER CONFIGURATION FILE VIA PC

4. Hold the pairing key when plugging VX Adapter to your PC's USB port and 
release until VX Adapter's indicator is solid white. Then wait driver installation. 
(If driver installation fails, please turn off your security software and retry.)

5. When it’s showed VxAdapter Found, it means that the driver is installed 
successfully. Click Configuration to enter the configuration interface.

6. Configuration Steps

① Click “Set up your PSN account” to enter into a webpage, then enter the 
same PSN account and password you used to log into PS5 earlier in the 
Preparation process. After successful login with redirect displayed on the 
webpage, copy the full URL.
② After copying the full URL, click below ② and wait 1-2 minutes for the PSN 
ID to be displayed.
If the PSN ID is not displayed successfully, you can try to obtain the PSN ID 
manually with the below method.

*Obtain PSN ID manually
 (Use when VX Adapter fails to connect to the console in the case of 
automatically obtaining the PSN ID.)
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① Connect VX2 AimSwitch to VX Adapter
A. Plug the USB-A port of VX2 AimSwitch’s receiver to the USB port of VX 
Adapter.
B. Plug VX Adapter to the PS5 back USB port or a power adapter (5V 2A).
C. Toggle the power switch of VX2 AimSwitch to      and wait for the receiver’s 
indicator to turn solid blue           and connection status indicator to turn solid 
green          .

③ Enter WiFi account and password as required.
④ Enter the 8-digit code from PS5 Settings > System > Remote Play > Enable 
Remote Play > Link Device.
⑤ Click save.

1. Connect VX2 AimSwitch / VX2 AimBox / Compatible Controller to VX Adapter.

PAIR WITH COMPATIBLE USB PERIPHERAL 
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A. Click PSN ID manually to enter into below webpage. Copy the selected 
URL below.

B. Enter the copied URL in the search bar to the webpage.

C. Enter the same PSN account and password that you used to log into 
PS5 earlier in the Preparation process. After successful login with redirect 
displayed on the webpage, copy the full URL.  

D. Return to VX Adapter configuration software, click below ② and wait 
1-2 minutes for the PSN ID to be displayed.
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2. Press VX Adapter’s pairing key. The indicator is solid green to show remote 
play service is successfully connected. Meanwhile, the PS5 monitor shows 
“connected using Remote”. The configuration process is finished at this time.

Wired Connection to router
(Recommended) (May disconnect for long-time using)

WiFi 6 5GHz Connection to router

1. Go to https://www.gamesir.hk/pages/tutorial-vx-adapter, locate Update File For 
VX Adapter and download it to your PC disk.
2. Open VxAdapter.exe , then hold the pairing key when plugging VX Adapter into 
your PC' s USB port. Don't release until VX Adapter's indicator is solid white. Click 
Upgrade in VxAdapter.exe to enter the upgrade interface.
3. Click Select upgrade firmware, then choose the downloaded update.bin file and 
tap Upgrade. 

Notes 
1. After successful configuration of VX Adapter, you can just plug and play every 
time if both the PSN account and WiFi are not changed.
2. If connection fails, VX Adapter will reconnect automatically. If reconnection fails, 
please press the pairing key for a manual reconnection.
3. When remote play has been enabled and you want to replug VX Adapter after 
unplugging it, please replug and use it after the monitor shows the remote play is 
disconnected.
4. After successful configuration, VX Adapter can be plugged into any power supply 
service such as a power adapter and a portable power bank.
5. Performance Comparison of PS5 wired and WiFi connection to Router:

UPDATE TUTORIAL

INDICATOR

Blinking blue Connecting to WiFi router

Connecting remote play service

Configuration finished

Blinking green

Solid green

DESCRIPTION
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② Connect VX2 AimBox to VX Adapter
A.Plug the USB-A port of VX2 AimBox to the USB port of VX Adapter.
B.Plug VX Adapter to the PS5 back USB port or a power adapter (5V 2A).

③Connect Compatible Controller to VX Adapter
A.Use USB cable to connect the controller to VX Adapter.
B.Plug VX Adapter to the PS5 back USB port or a power adapter (5V 2A).
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MORE DESCRIPTIONS OF VX ADAPTER INDICATOR

INDICATOR REASON SOLUTION

Blinking blue 2 times

Blinking green 2 times

Blinking blue &
red alternately

Blinking blue &
green alternately 

Blinking green &
red alternately 

Blinking red, green &
blue alternately 

Blinking white

Solid green Connected successfully

Console disconnected or
other questions

Press pairing key
to re-pair

Console connection failed
Press pairing key

to re-pair

Console registration
failed

Press pairing key
to re-pair

Console not found
Press pairing key

to re-pair

WiFi connection failed
Press pairing key

to re-pair

WiFi information
not filled

PSN information
not filled

Use configuration
file to reconfigure

Use configuration
file to reconfigure

COPYRIGHT 

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.

© 2022 Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. All rights 
reserved.
The information contained in this manual is subject to change without notice.
GameSir and the GameSir logo are registered trademarks of Guangzhou 
Chicken Run Network Technology Co., Ltd. Windows and Xbox are trademarks 
of Microsoft Corporation. Switch is a trademark of Nintendo Co., Ltd. 
DualShock is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. All other 
trademarks, logos and brand names are the property of their respective 
owners. 
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製品リスト

要求

GameSir-VX Adapter *1
取扱説明書*1

PS5ホスト
WiFiルーター
USBインターフェース付きPC（Win 7/10以降）
互換性のあるUSB周辺機器：GameSir VX2 AimBox、GameSir VX2 AimSwitch、
公式DualShock、Xbox One、Xbox One X / S、Xbox Series X / S、Xbox Elite 
Wireless Controller Series 2、Nintendo Switch Pro コントローラなど

ランプ

ペアリングボタン

デバイスのレイアウト

USBポート（USB周辺機器接続用）

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to part 15 o the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interferenc to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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1. https://www.gamesir.hk/pages/tutorial-vx-adapter、「Configuration File for 
VX Adapter」を探し、ダウンロードをクリックして解凍してください。
2. 設定ソフトを起動したら、VX Adapter.exeをダブルクリックします。
3. 次の図に示すように、VX アダプタ設定ソフトウェアが開きます。(下のボタンで言
語を切り替えます)

① PS5本体をWiFiルーターに有線または無線で接続します。
② PS5本体で自分のPSNアカウントにログインします。
③ ネットワークが正常であることを確認します。PS5本体で「設定」→「ネットワー
ク」→「接続ステータス」→「インターネット接続のテスト」を選択してください。
④ PS5本体で「設定」→「本体」/ 「システム」→「リモートゲーム」→「リモート
ゲーム開始」を選択してください。
*初回使用時には、PC（Win 7/10以上）での設定が必要です。設定に成功した後、PSN
アカウントとWiFiが変更されていなければ、その後のVX アダプタの使用は再設定す
る必要がなく、プラグアンドプレイが可能です。

設定説明
準備

PCからVX アダプタ 設定ソフトをダウンロード

4. ペアリングキーを押したままVXアダプタをPCのUSBポートに接続します。
VX Adapterのインジケータが白く点灯するまで離さないでください。次に、ドライバ
ーがインストールされるのを待ちます。(インストールに失敗した場合は、セキュリテ
ィソフトウェアを閉じてから再び行ってください)。

5. アプリケーション画面がVxAdapterを表示したとき、ドライバーのインストールが
成功したことを意味します。この時【Configuration】をクリックして設定画面に入り
ます。

6. 設定手順
①「Set up your PSN account」をクリックし、ホームページがポップアップされ、PS5
本体でログインするときに使用するものと同じなPSNアカウントのパスワードを入力し
ます。ログインが成功すると、ページにredirectが表示され、その時点でホームページ
のアドレスをコピーします。
② ウェブページのアドレスをコピーした後、下図の②をクリックすると、1〜2分後に
PSN IDが正常に表示されます。
PSN IDが正常に表示されない場合は、次の方法でPSN IDを手動で取得してみてください。
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*PSN IDの手動取得
（PSN IDの自動取得設定でVX Adapterが本体に接続 できない場合に使用される）
A. PSN ID manuallyをクリックし、ホームページ(次の図)がポップアップされ、次の図
の選択したホームページのアドレスをコピーします。
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③ WiFiアカウントとパスワードを入力します。
④ PS5本体の8桁のペアリングコードを入力します。
⑤【保存】をクリックします。

1. VX2 AimSwitch / VX2 AimBox /互換性のあるコントローラーなどの外部機器をVX
Adapterに接続します。

互換性のあるUSB周辺機器を接続する

14 15

B. ブラウザのアドレス欄に貼り付け、ホームページに入ります。

C. PS5本体でログインするときに使用するものと同じなPSNアカウントのパスワード
を入力します。ログインが成功すると、ページにredirectが表示され、その時点でホー
ムページのアドレスをコピーします。

D.  VX Adapter設定ソフトウェアに戻り、下図の②をクリックすると、1〜2分後に
PSN IDが正常に表示されます。

① VX2 AimSwitchをVX Adapterに接続する方法
A. VX2 AimSwitchレシーバーのUSB-AポートをVX AdapterのUSBポートに挿入し
ます。
B. VX AdapterをPS5本体の背面にあるUSBポートまたは電源アダプタ(5V/2A)に
挿入します。
C. VX2 AimSwitchの電源スイッチを      側に回し、レシーバーのインジケーター
ライトが青色に点灯して          が表示され、接続モードのインジケーターライトが
グリーン色に点灯して         が表示され。
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2. VX Adapterのペアリングキーを押し、VX Adapterインジケーターライトが緑色に
点灯するまで待ち、点灯するとリモートゲームサービスが接続成功したことを意味し
ます。この時点でPS5本体の表示画面に「リモートプレイ接続が使用された」と表示
され、設定は終了します。

ランプ

青色が点滅 WiFiルーターに接続中

リモートゲームサービスに接続中

設定プロセスの終了

緑色が点滅

緑色が常に点灯

説明

1. https://www.gamesir.hk/pages/tutorial-vx-adapter、「Update File For VX 
Adapter」を探し、ダウンロードをクリックしてください。
2. VxAdapter.exeを開き、ペアリングキーを押したままVXアダプタをPCのUSBポート
に接続します。 VX Adapterのインジケータが白く点灯するまで離さないでください。 
VxAdapter.exeの[Upgrade]をクリックして、アップグレードインターフェイスに入り
ます。
3. [Select upgrade firmware]をクリックし、ダウンロードしたupdate.binファイルを
選択して、[Select upgrade firmware]をタップします。
注意事項
1. 最初の設定に成功した後、PSNアカウントとWiFiが変更されていない場合は、その
後VX アダプタを使用して再度設定する必要はありません。 
2. 接続に失敗した場合、VX アダプタは自動的に再接続します。(再接続に失敗した場
合は、手動でペアリングボタンを押して再接続します)。
3. リモートゲームがオンになっていますが、VX アダプタを抜いて再挿入して使用すれ
ば、抜いてからPS5本体のモニターにリモートゲームがオフになったことが表示される
まで待ってから、再度挿入して使用してください。
4. 設定に成功すると、VX アダプタを充電器やモバイルバッテリなどの電源装置に接続
して使用することができます。
5. PS5接続ルーター方式と性能比較は以下の通り。

アップグレード説明

有線ネットワーク接続
(お勧め) (長時間使用すると切断される場合があります)

WiFi 6 5GHz接続
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② VX2 AimBoxをVX Adapterに接続する方法
A. VX2 AimBoxのUSB-AポートをVX AdapterのUSBポートに挿入します。
B. VX AdapterをPS5本体の背面にあるUSBポートまたは電源アダプタ(5V/2A)に
挿入します。

③ 互換性のあるコントローラーをVX Adapterに接続する方法
A. USBケーブルを使用してコントローラーをVX Adapterに接続します。　
B. VX AdapterをPS5本体の背面にあるUSBポートまたは電源アダプタ(5V/2A)に
挿入します。
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VX アダプタのランプ指示に関する詳細

ランプ 原因 解決策

青色ランプが
二重閃光

緑色ランプが
二重閃光

青色と赤色ランプが
交互に点滅する

青色と緑色ランプが
交互に点滅する

緑色と赤色ランプが
交互に点滅する

赤色、緑色、青色ラン
プが交互に点滅する

白色ランプが
点滅する

青色ランプが常
に点灯する

接続に成功
しました

本体の切断また
はその他の異常

ペアリングボタンを押すと、
青色ランプが点滅して再ペアリング

本体接続に
失敗しました

ペアリングボタンを押すと、
青色ランプが点滅して再ペアリング

本体の登録に
失敗しました

ペアリングボタンを押すと、
青色ランプが点滅して再ペアリング

本体が見つ
からない

ペアリングボタンを押すと、
青色ランプが点滅して再ペアリング

WiFi接続に失敗
しました

ペアリングボタンを押すと、
青色ランプが点滅して再ペアリング

WiFiパラメータ
ーを入力しない

PSN関連パラメータ
を入力しない

設定ソフトウェアを
使用して正しく設定し直す

設定ソフトウェアを
使用して正しく設定し直す

ご使用前に必ずこちらの注意事項をお読みください

著作権

小さいな部品があります。3歳未満の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。
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。

© 2022 Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. 無断転載を禁じます。
このマニュアルに記載されている情報は予告なく変更されることがあります。
GameSirとGameSirロゴはGuangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. 
の登録商標です。WindowsおよびXboxは、Microsoft Corporationの商標です。
SwitchはNintendo Co., Ltdの商標です。DualShockはSony Computer 
Entertainment Inc.の商標です。その他すべての商標、ロゴ、ブランド名は、それぞ
れの所有者に帰属します。
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包装内容

要求

GameSir-VX Adapter *1
说明书 *1

PS5主机
WiFi路由器 
带USB接口的PC （Win 7/10或更高版本）
兼容的USB外设：GameSir VX2 AimBox，GameSir VX2 AimSwitch，
官方DualShock，Xbox One，Xbox One X/S，Xbox Series X/S，
Xbox Elite Wireless Controller Series 2，Nintendo Switch Pro手柄等

指示灯

配对键

设备布局

USB接口（连接USB外设）

1. 前往http://www.bigeyes.com/dl-list.html ，定位【VX Adapter工
具下载】，选择 【点击下载 配置软件】。下载成功后，解压配置软件。
2. 打开配置软件后，双击VxAdapter.exe 。
3. VX Adapter配置软件打开后，如下图所示。（下方按钮可切换语言）

① 将PS5主机有线或无线连接到WiFi路由器。
② 在PS5主机上登录自己的PSN账号。
③ 检查网络是否正常。在PS5主机上选择 设定——网络——连接状态
——测试互联网连接。
④ 在PS5主机上，选择 设定——系统（主机）——远程游玩——启动
远程游玩。 
*初次使用时，需要在PC（Win 7/10或更高版本）上进行设置。设置成
功后，如果PSN账户和WiFi没有更改，后续使用VX Adapter无需再次
设置，可即插即用。

配置教程
准备

通过PC下载VX Adapter配置软件

20 21
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4. 按住VX Adapter配对键不松开，同时插入电脑USB接口，直至VX 
Adapter指示灯白色常亮再松开。然后等待驱动安装。

23

6. 开始配置步骤

① 点击“PSN账号设置”，弹出网页，输入与PS5主机登录的同一PSN
账号密码。登录成功后，页面显示redirect，此时复制网页地址。
② 复制网页地址后，点击下图②处，等待1-2分钟后，PSN ID成功显示。
若PSN ID未成功显示，可尝试通过如下手动获取PSN ID方法：
    *手动获取PSN ID 
  （当自动获取PSN ID配置情况下，VX Adapter连接主机失败时使用）

22

5. 当应用界面显示发现VxAdapter ，代表驱动安装成功，此时点击
【配置】进入配置界面。

A. 点击【手动获取PSN ID】，弹出网页（下图所示），复制下图选中网址。

B. 粘贴到浏览器地址栏，进入网页。

C. 输入与PS5主机登录的同一PSN帐号密码，登录成功后，网页显示
redirect，此时复制网址。

D. 回到VX Adapter配置软件，点击下图②处，等待1-2分钟后，
PSN ID成功显示。

简体中文 简体中文



2. 按下VX Adapter配对键，待VX Adapter指示灯绿色常亮，代表远程
游玩服务连接成功。此时PS5主机显示器屏幕显示【已使用远程游玩连
接】，整个配置过程结束。
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1. 将VX2 AimSwitch / VX2 AimBox / 兼容手柄等外设接入VX Adapter。
① VX2 AimSwitch连接VX Adapter方法：
A. 将VX2 AimSwitch接收器的USB-A接口插入VX Adapter的USB
接口。
B. 再将VX Adapter插入PS5主机背后的USB口或电源适配器
（5V/2A）。
C. 拨动VX2 AimSwitch的电源开关至     一侧，等待接收器指示灯蓝
色常亮显示         和连接状态指示灯绿色常亮显示         。        

接入兼容的USB外设

③ 输入WiFi帐号和密码
④ 输入PS5主机八位数配对码
⑤ 点击保存

② VX2 AimBox连接VX Adapter方法：
A. 将VX2 AimBox的USB-A接口插入VX Adapter的USB接口。
B. 再将VX Adapter插入PS5主机背后的USB口或电源适配器
（5V/2A）。

③ 兼容手柄连接VX Adapter方法：
A. 使用USB线连接手柄与VX Adapter。
B. 再将VX Adapter插入PS5主机背后的USB口或电源适配器
（5V/2A）
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有线网络连接

（推荐） （长时间使用可能会断连）

WiFi 6 5GHz连接

1. 前往http://www.bigeyes.com/dl-list.html ，定位【VX Adapter
工具下载】，选择 【点击下载 固件升级包】。
2. 先打开VxAdapter.exe，按住VX Adapter配对键不松开，同时插入
电脑USB接口，直至VX Adapter指示灯白色常亮再松开。此时在
VxAdapter.exe里点击【升级】进入升级界面。
3. 点击【选择升级固件】，选择刚刚下载的update.bin文件，再点击
升级，等待升级完成即可。
注意事项
1. 首次设置成功后，如果PSN账户和WiFi没有更改，后续使用
VX Adapter无需再次设置。 
2. 如果连接失败，VX Adapter会自动重连。（如果重连失败，请手动
按配对键重连。） 
3. 远程游玩已开启，若拔出VX Adapter想要再次插入使用
VX Adapter，请等待拔出后，PS5主机显示器显示远程游玩已断开，
再重新插入和使用。
4. 配置成功后，VX Adapter可以插入任意供电设备使用，例如充电器
和充电宝。 
5. PS5连接路由器方式性能对比如下:

升级教程

指示灯
蓝色闪烁 正在连接WiFi路由器

正在连接远程游玩服务

配置过程结束

绿色闪烁

绿色常亮

说明 更多VX Adapter灯光指示说明

指示灯 原因 解决方法

蓝灯双闪

绿灯双闪

蓝红灯交替闪烁

蓝绿灯交替闪烁

绿红灯交替闪烁

红绿蓝灯交替闪烁

白灯闪烁

绿灯常亮 连接成功

主机断开或其它异常
按配对按钮，

蓝灯闪烁重新配对

主机连接失败
按配对按钮，

蓝灯闪烁重新配对

主机注册失败
按配对按钮，

蓝灯闪烁重新配对

未发现主机
按配对按钮，

蓝灯闪烁重新配对

WiFi连接失败
按配对按钮，

蓝灯闪烁重新配对

未填入WiFi参数

未填入PSN相关参数

使用配置软件
重新进行正确配置

使用配置软件
重新进行正确配置
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使用前请务必阅读本注意事项。

版权

内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞
食或吸入，请立即就医。
请勿靠近火源使用产品。
请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
请勿撞击产品或使其跌落。
请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
请勿用力弯曲或拉扯线缆。
请使用柔软的干布清洗。
请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
请勿自行拆卸、修理、或改装。
请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。 对用于非原本用途而造
成的事故或损坏，我们概不负责。
请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当
地的经销商。

© 2022 广州小鸡快跑网络科技有限公司。保留所有权利。
本手册所含信息如有更改，恕不另行通知。
GameSir和GameSir徽标是广州小鸡快跑有限公司的注册商标。
Windows和Xbox是Microsoft公司的商标。Switch是Nintendo Co., 
Ltd的商标。DualShock是Sony Computer Entertainment Inc.的商
标。所有其它商标、徽标和品牌名称其各自所有者的财产。

售后事项

(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）

保修卡

退 换 保修

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：广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房
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)。
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