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PACKAGE CONTENTS
GameSir-X3 Type-C *1                                       Carry Case *1
1.5 m Power-only Type-C Cable (For cooler) *1    High-rise Thumbstick *2
Faceted D-pad *1                                             Concave Thumbstick Cap *2
Convex Thumbstick Cap *2                                User Manual *1
Thank You & After-sale Service Card *1              Certification *1
*Exclude the pre-installed thumbsticks and D-pad.

REQUIREMENTS
Android phone (Android 9.0 or above) with a Type-C port
With a length of 110-179 mm
OTG On*
Required power input for the cooler: 5V/2A

*Android phones such as Huawei, Xiaomi, Samsung and Google have been enabled 
OTG by default. For other phones, please refer to the requirements of respective 
phones.

DEVICE LAYOUT
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1. Insert the phone’s Type-C port into the controller’s one.
2. Pull the left side of the controller to fix the phone on it. LED 1 is solid blue to 
show a successful connection.

INSTALL THE PHONE

1

2

*Only some Android phones are supported pass-through charging. Not all Android 
phones are supported.

Left Thumbstick

D-Pad

Capture Button

G Button

LED 1

LED 2

S Button

ABXY Buttons

Right Thumbstick

HOME Button
Type-C Port (To connect the phone)

Type-C Charging Port* (For phone)

Type-C Port (For cooler)

LB Button

LT Button

RB Button

RT Button

Cooler

Cooling Area
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LED 1 Description

Blinking blue

Solid blue Connected

Connecting
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When the controller is successfully connected to the mobile phone with a solid blue 
LED 1, you can start the controller-supported game and directly play it with the 
controller.

CONNECT TO ANDROID PHONES AND PLAY 
CONTROLLER-SUPPORTED ANDROID GAMES

LED 2 Description

Blinking white

Solid white Charging

Phone not connected

Only some Android phones are supported pass-through charging. Not all Android 
phones are supported.
Use the phone’s Type-C cable (not included) to connect the Type-C charging port on 
the controller to the USB power adapter (not included).

CHARGE THE PHONE THROUGH THE 
CONTROLLER

Hold the right side of the controller firmly and gently pull the left side of it to 
detach the phone.

DETACH THE PHONE

Use the included Type-C cable to connect the Type-C port of the cooler and a 
USB power adapter (not included). The back fan lights on and the cooler starts 
working.

TURN ON THE COOLER

ABXY keycaps are magnetic so the ABXY layout can be interchanged according to 
different playstyles.
1.There is a reserved groove on the left side of the A/B/X/Y button. Aligh your 
fingertip with the groove and pull out the button. 
2.Place the buttons according to the layout and the installation is finished.

SWAP ABXY BUTTON POSITIONS

Disconnect the external power supply for the cooler to turn off the cooler.

TURN OFF THE COOLER



PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY.

DO NOT insert fingers, rods or any other foreign objects to the fan’s exhaust opening to prevent any 
body damage or property damage.
DO NOT keep the cooler on when your phone is not in use.
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.

COPYRIGHT 
© 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. Android and Google are trademarks of Google LLC. Huawei is a trademark of 
Huawei Technologies Co., Ltd. Xiaomi is a trademark of Xiaomi Inc. Samsung is a trademark of 
Samsung Electronics Co., Ltd. Xbox is a trademark of Microsoft Corporation. Switch is a trademark of 
Nintendo Co., Ltd. All other trademarks, logos and brand names are the property of their respective 
owners. 

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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*There are 2 ABXY layouts. 
Xbox layout: Up Y, Left X, Down A, Right B.
Switch layout: Up X, Left Y, Down B, Right A.
The factory default layout is Xbox layout.

Xbox Layout Switch Layout



パッケージ内容
GameSir-X3 Type-C *1                                     収納バッグ*1
1.5m Type-C電源ケーブル(クーラー用) *1         ハイジョイスティック*2
凹型ディッシュ十字ボタン*1　                         凹型ジョイスティックキャップ*2
凸型ジョイスティックキャップ*2　                  取扱説明書*1　
保証書*1                                                          合格証*1
*インストールされたジョイスティックおよび十字ボタンは含まれません。

要求
Type-Cポートを備えるAndroidスマートフォン（Android 9.0以降）
スマートフォンの長さ：110~179mm
スマートフォンのOTG機能がオン*
クーラー電源要件:5 V/2 A

*ファーウェイ、シャオミ、サムスン、グーグルなどのスマートフォンはデフォルトでオン
になっています。他のスマートフォンはオンにする手順が、それぞれのスマートフォンを
参照してください。

*充電中のプレーがサポートされているのは一部のAndroidスマートフォンのみであり、す
べてのAndroidスマートフォンがサポートされるとは限りません。

左ジョイスティック 十字ボタン スクリーンショットボタン Gボタン LED 1

LED 2 Sボタン ABXYボタン 右ジョイスティック HOMEボタン

Type-Cポート(スマートフォンに接続)　 Type-C充電ポート*（スマートフォン用）

Type-Cポート(クーラー用) LBボタン LTボタン RBボタン

RTボタン　 放熱ファン 冷却エリア

デバイスのレイアウト
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LED 1 説明

青色点滅

常に青色点灯 接続成功

接続中

Type-C電源ケーブルでクーラーのType-CポートとUSB電源アダプタ（別売）を接続すると、
背面にあるファンのカラフルなライトが点灯し、クーラーが作動し始めます。　　

クーラーを起動

クーラーの外部電源をオフにすると、クーラーをオフにすることができます。

クーラーをシャットダウン

コントローラの右側をしっかりと掴み、コントローラの左側を軽く引き、スマートフォン
を取り外します。

スマホを取り外す

1. スマホのType-CポートをコントローラのType-Cポートに挿入します。
2. コントローラの左側を引き、スマホをコントローラのに固定します。正常に接続される
と、LED 1は常に青色に点灯します。　

スマホと接続

1

2
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ABXYキーキャップは磁気吸着式で、個人の操作習慣に応じてボタンのレイアウトを交換す
ることができます。
1.「ABXY」ボタンの左側に溝があり、指先が溝に合わせ、少し力を入れてABXYキーキャ
ップを左側の溝の位置から引き抜くことができます。
2.キーキャップを抜いた「ABXY」マークを上にして、対応する
プラットフォームマークの位置に合わせて入れて取り付けできます。
*2つのレイアウトがある:Xboxボタンレイアウトは上Y、左X、
下A、右B。Switchボタンレイアウトは上X、左Y、下B、右A。
出荷時のデフォルト設定はXboxボタンレイアウトです。

ABXYボタンロゴの位置交換 　 著作権
© 2022 Guanzhou 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。Android
とGoogleはGoogle LLCの商標です。華為はHuawei Technologies Co., Ltd.の商標です。小米はXiaomi Inc.の商
標です。SamsungはSamsung Electronics Co., Ltd.の商標です。XboxはMircrosoft Corporationの商標です。
SwitchはNintendo Co., Ltd.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。

ご使用前に必ずこちらの注意事項をお読みください
人身傷害や物的損害を防ぐために、ファンの開口部に指や針金などの異物を差し込まないでください。
スマホを使用しないときは、クーラーをオンにしないでください。
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。 
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LED 2 説明

白色点滅

常に白色点灯 充電中

スマホが接続されていない

充電中のプレーがサポートされているのは一部のAndroidスマホのみであり、すべての
Androidスマホがサポートされるとは限りません。
スマホのType-Cデータケーブル（別売）でコントローラのType-C充電ポートをUSB電源ア
ダプタ（別売）に接続します。

コントローラでスマホを充電

ゲームパッドと携帯が正常に接続されると、ゲームパッドのLED1が青く点灯し、ゲームパ
ッド対応のAndroidゲームに直接アクセスできるようになります。

Android携帯に直接接続し、ゲームパッド対応の
Androidゲームをプレイ可能

Xboxボタン
レイアウト

Switchボタン
レイアウト



包装内容
GameSir-X3 Type-C *1                         收纳包 *1
1.5m Type-C供电线 （制冷器用）*1      高摇杆 *2
凹碟形十字键 *1                                     凹面摇杆帽 *2
凸面摇杆帽 *2                                        说明书 *1
售后感谢卡 *1                                        合格证 *1
*不包含已预安装的摇杆和十字键。

要求
有Type-C接口的安卓手机（Android 9.0 或更高版本）
手机长度：110-179 mm
手机OTG功能打开*
制冷器供电要求：5V/2A

*华为、小米、三星、谷歌等手机默认打开。其它手机打开步骤，请参照各自手机要求。

*仅支持部分安卓手机边充边玩，不保证支持所有安卓手机。

设备布局

左摇杆

十字键

截图键

G键

LED 1

LED 2

S键

ABXY键

右摇杆

HOME键

Type-C接口（连接手机）

Type-C充电口*（手机用）

Type-C接口（制冷器用）

LB键

LT键

RB键

RT键

散热风扇

制冷区域
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1. 将手机的Type-C接口插入手柄的Type-C接口。
2. 拉动手柄的左侧，使手机固定在手柄上。连接成功后，LED 1蓝色常亮。

安装手机

1

2

LED 1 说明

蓝色闪烁

蓝色常亮 连接成功

正在连接

使用附赠的Type-C电源线连接制冷器的Type-C接口和USB电源适配器（未附赠），此时背部
风扇炫彩灯亮起，制冷器开始工作。

启动制冷器

断掉制冷器的外部电源，即可关闭制冷器。

关闭制冷器

紧握手柄右侧，轻轻拉动手柄左侧，取下手机。

取下手机
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使用前请务必阅读本注意事项。

版权

请勿将手指、电线或任何其它异物插入风扇的任何开口，以避免人身伤害或财产损失。
不使用手机时，请勿开启制冷器。
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。Android和Google是Google LLC的商标。华为是华为
技术有限公司的商标。小米是小米公司的商标。Samsung是Samsung Electronics Co., Ltd的商标。Xbox是
Mircrosoft Corporation的商标。Switch是Nintendo Co., Ltd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。
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当手柄与手机连接成功，手柄LED 1蓝色常亮，即可直接进入安卓原
生手柄游戏用手柄操作。
探索安卓原生手柄游戏或更多操作使用GameSir X3 Type-C，请扫
描以下二维码或直接参阅在线高级用户指南（位于doc.xiaoji.com）

ABXY键帽采用磁吸式设计，可根据个人操作习惯互换按键布局。
1.“ABXY”按键左侧有预留凹槽，指尖对准凹槽，稍稍用力即可
将ABXY键帽从左侧凹槽位置拔出。
2.将拔出键帽的“ABXY”标识朝上，根据对应平台标识位置对准
并放入，即安装完成。
*共2种布局，Xbox按键布局：上Y，左X，下A，右B；Switch按
键布局：上X，左Y，下B，右A。
出厂默认为Xbox按键布局。

直连安卓手机，游玩安卓原生手柄游戏

ABXY按键标识位置互换

LED 2 说明

白色闪烁

白色常亮 充电中

未连接手机

仅支持部分安卓手机边充边玩，不保证支持所有安卓手机。
使用手机的Type-C数据线（未附赠），将手柄上的Type-C充电口连接到USB电源适配器
（未附赠）。

通过手柄为手机充电

Xbox按键布局

Switch按键布局



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)。


