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PACKAGE CONTENTS
GameSir i3 Gaming Case
Type-C Cable
User Manual

SYSTEM REQUIREMENTS

COMPATIBLE MOBILE PHONE

iOS 11 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.

* Contact us for free online technical support
Website: https://gamesir.hk
E-mail: cs@gamesir.hk
Hotline: +1-888-937-1733 (USA & Canada)
Service Hours: Sat.-Sun. 9:00 AM-6:00 PM PST

Mon.-Wed. 6:00 AM-6:00 PM PST
Thur.-Fri. 6:00 AM-3:00 PM PST

iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus / X / XS / XS Max / XR

POWER UP YOUR
GAMESIR DEVICE

https://gamesir.hk/pages/g-crux
(GameSir G-Crux)

Please Note: Fully charge GameSir i3 before the first use.



a. When GameSir i3 is in low battery state, the red logo indicator light         
will flash quickly.

b. When GameSir i3 is being charged, the red logo indicator light         will 
flash slowly.

c. When GameSir i3 is fully charged, the red logo indicator light      will keep 
lit.

In order to protect the components of the touch buttons, when installing 
GameSir i3, please install from the 
front right side. When removing GameSir i3, peel off from the front left side.

Turn on: Press the power button     for 2 seconds.
Turn off: Press the power button     for 2 seconds.

INSTALLATION

TURBO FUNCTION

TURN ON / OFF

CHARGE THE DEVICE

DEVICE LAYOUT

L1 Touch Button（Turbo）Power Button

R1 Touch Button Logo Indicator Light

Type-C Port Type-C Cable

When GameSir i3 is turned on, double press the power button     to activate 
TURBO function, then the green logo indicator light       will keep lit. You can 
set the number of times and location of TURBO function in GameSir G-Crux 
app. Similarly, double press the power button     once again, the TURBO 
function will be canceled.
. 

* For iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus* For iPhone X / XS / XS Max / XR

* Please Note: The L1 touch button has TURBO function by default at the 
factory. If you cancel the TURBO function of L1 touch button in GameSir 
G-Crux app, TURBO function will not be activated by double-clicking the 
power button. You need to restart the TURBO function in GameSir G-Crux 
app.



a. Press the power button     for 1 second, then the blue logo indicator light
         will flash.

b. Turn on Bluetooth on your iPhone and connect to GameSir i3 via Bluetooth. 
Then the blue logo indicator light      will keep lit.

c. In PUBG Mobile, the L1 touch button defaults to aiming and the R1 touch 
button defaults to shooting.Enter PUBG Mobile settings interface and 
reset the button mapping to the default configuration.

d. For other games, you need to download the GameSir G-Crux app by 
scanning the QR code below or searching in the App Store.

e. Open GameSir G-Crux app, click "My key", then click the "Connect" button, 
the “GameSir i3 is connected” prompt will pop up.

f. Click "Default configuration", you can select a game configuration and 
click the "Download" icon.

g. Click "My configuration" and you will find the game configuration you just 
downloaded. Click the configuration.

h. You can start customizing the button mapping. After completing the 
custom configuration, please remember to click the "Save to Peripheral" 
button.

* Please Note: If you want to connect GameSir i3 to other iPhone devices, 
you need to disconnect GameSir i3 from your previous iPhone device first. 
The way is when GameSir i3 is connected to your previous iPhone device 
via Bluetooth, touch the L1 button and simultaneously press the power 
button     for 2 seconds, then the blue logo indicator light         will flash. 
The disconnection is complete.

CONNECTION 日本語

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）

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。

対応デバイス
iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus / X / XS / XS Max / XR

パッケージ内容
GameSir i3ゲーミングケース
Type-C USBケーブル
取扱説明書

システム要件
iOS 11（以降）

ご注意：最初に使用する前に、GameSir i3ゲーミングケースを完全に充電
してください。

GameSir i3 Tutorial

Download the GameSir G-Crux App



* For iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus* For iPhone X / XS / XS Max / XR

機能説明
接続

G-Cruxアプリのご利用(公式配置の設定方法)

a. デバイスのBluetoothをオンにしてください 。「設定>Bluetooth」。 
b. 電源スイッチ     を2秒押して、GameSir i3をオンにします。LOGOライト           
がブルーに点滅すると、GameSir i3は接続待ちの状態に入ります。 
c. 「設定>Bluetooth」で「GameSir i3」を検索して、デバイスに接続します。 
d. LOGOライト      がブルーに点灯すると、接続成功です。
ご注意：同じデバイスに再び接続する場合は、GameSir i3をオンにするだけで、

接続できます。

a. GameSir G-Cruxアプリを開き、設定管理＞「すぐ接続」をクリックします。
b. デフォルト設定をクリックして、プレイしたいゲームの公式配置をインストー
ルします。
c. 個人設定＞インストールした公式配置をクリックすると、ボタン設定のイン
ターフェースに入ります。
d. ｢セーブ｣をクリックすると、対応ゲームの公式配置を設定完了です。
e. ｢戻る｣をクリックすると、個人設定に戻ります。
f. 対応ゲームの配置は｢使用中｣の状態になりますと、ゲームではGameSir i3
を使用できます。

各部の名称

電源スイッチ L1タッチボタン

R1タッチボタン LOGOライト

Type-C充電ポート Type-C USBケーブル

GameSir i3の使い方

https://gamesir.hk/pages/g-crux
(GameSir G-Crux)

* 右側が重要なコンポーネントを着装するので、ゲースを外す場合は、左側か
ら外してください。



オフ

a. オン状態で電源スイッチ     を2秒押して、GameSir i3をオフにします。LOGO
ライト      が消えます。 

充電
バッテリー残量が15％に下回る場合は、LOGOライト          がレッドに点滅します。 
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。 
充電中ではLOGOライト          がゆっくりとレッドに点滅します。
充電完了（100%充電済み）の場合、LOGOライト       がレッドに点灯します。

リセット
GameSir i3をオンにしたまま、L1タッチボタン+電源スイッチを２秒押 して、
LOGOライト         がブルーに点滅します。リセット成功です。
＊新デバイスと接続する場合は、是非リセットしてください。

Turbo機能
GameSir i3をオンにする場合には、電源スイッチを2回連続押すと、LOGOライ
ト      がグリーンに点灯します。TURBO機能を有効になります。GameSir G-Crux
アプリで回数を設定できます。もう一度電源スイッチを2回連続押すと、TURBO
機能がオフになります。

* ご注意：初期設定ではL1ボタンはTURBO機能を搭載してますが、GameSir 
G-CruxアプリでL1ボタンのTURBO機能をキャンセルしたら、電源ボタンを
ダブルクリックしてもTURBO機能を有効になりません。

iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus / X / XS / XS Max / XR

繁體中文

包裝內容
手機殼
說明書
Type-C 數據線

系統要求

兼容手機

iOS 11 或更高系統

請注意：首次使用前，請對GameSir i3遊戲手機殼充滿電。



* For iPhone 6 Plus / 7 Plus / 8 Plus* For iPhone X / XS / XS Max / XR

設備佈局

L1 觸摸按鍵開關按鍵

R1 觸摸按鍵 Logo 指示燈

Type-C 充電口 Type-C 數據線

功能指示

一鍵連發

開機搜索：藍色燈快閃
連接成功：藍色燈常亮
連發狀態（開啟）：绿色灯常亮
強制解綁：在藍牙已連接狀態，觸摸“L1”+“開關”鍵2秒後
放手，藍燈快閃          ，即解綁成功。
低電提示：紅燈快閃
充電提示：紅燈慢閃
充滿提示：紅燈常亮 

開機時，雙擊開關鍵。單發槍可實現連發效果，開啟後指示燈
綠色常亮    ，再次雙擊可關閉。 

* 出廠時，L1虛擬按鍵自帶連發屬性，若使用APP取消L1虛擬按
鍵的連發屬性，此時雙擊開關鍵，將無法啟動連發功能。

上手教程
a、手機殼關機狀態下，按開關鍵    2秒，藍燈閃爍        。開機

狀態下，按開關鍵2秒關機。
b、打開手機藍牙列表，搜索“GameSir-i3”藍牙設備後點擊

鏈接，成功連接後指示燈藍燈常亮     。
c、在“ PUBG Mobile”遊戲中，R1按鍵默認為“瞄準”，L1

按鍵默認為“射擊”。如果有調整過遊戲內“瞄準”“射擊”
的虛擬按鍵位置，需要將遊戲按鍵佈局恢復為默認狀態。

*需要取下殼子時，請從正面左側剝離，右側內有重要元件



長按開關鍵    10秒，i3將自動關機並重啟。

按鍵自定義教程
a、其他遊戲按鍵自定義需掃描下方二維碼或在APP�Store下載

G-Crux app。
b、啟動“G-Crux”>�選擇“我的鍵位”>“官方配置”>找到

對應遊戲的配置並點擊右側下載符號。
c、設置鍵位：點擊“我的配置”>找到添加的遊戲配置並點擊

進入鍵位編輯界面拖住按鍵到指定位置，將自動保存生效，
新增/修改鍵位之後，點擊“保存到外設”即可保存到手機
殼上。 

掃碼下載G-Crux app

復位

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.



注意事項

1. 若商品有質量問題，請首先聯係我們的客服進行登記。
聯繫方式：
QQ：800082537
電話：400-8828035（時間：9：00-18：00）
官網：www.xiaoji.com
出品：廣州小雞快跑網絡科技有限公司
地址：廣州市天河區建業路華翠街68號301A-1

2. 如需退、換商品，請確保商品完好無損（包括商品外包裝、
附贈品、說明書、售後卡、標籤等），不影響二次銷售。

3. 如要保修商品，請務必完整填寫用戶姓名、聯繫電話、聯繫
地址，正確填選售後要求與詳細說明售後原因，將售後卡隨
貨寄回（如不完整填寫保修卡信息，恕無法提供任何的售後
服務。)

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。



保修卡
(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修）

用戶姓名

聯繫電話

聯繫地址

售後要求

售後原因

訂單編號

（注：非小雞官網途徑購買的產品，售後問題請直接與購買商家聯繫）

退 換 保修


