
Thank you for choosing PXN’s product and support ing
our brand. Please read the manual careful ly before
using.

PRODUCT OVERVIEW
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1. Please read the manual carefully before using.
2. Children should be under adult’s supervision to use this
product.
3. Avoid strong vibration,don't disassemble,refit or repair
on your own.
4. Don't keep in humid,high temperature or soot place.
5. Avoid water or other l iquid in gamepad,it may affect the
performance of the gamepad.
6. Keeping away from fire,the built- in battery has danger
of explosion.
7. If you have any questions,please connect with our 
after-services freely .
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ATTENTION   

PRODUCT SPECIFICATION
Produce Model                                  PXN-P30

Connect Type                                   Bluetooth

Power Supply                 Built-in 250mAh Lithium Battery

Packing Size                         Appr. 200*125*50 mm

Product Size                          Appr. 165*87*32 mm

 Unit Weight                                   Appr. 155g

Usage Temperature                              10-40℃

Usage Humidity                                20~80%

1. When the controller can’t be turned on, it may be 
caused of insufficient power in battery. Please make sure 
the controller fully charged.
2. When the controller occurs suddenly shut down or
disconnection, please keep the controller with device 
within 7 meters or reconnect.
3. When the controller not working after connected with
phone, please check if the working mode and button 
mapping are correct.
4. If some gaming buttons are not working under Plug and
Play mode, please if the mapping button of controller 
covered in gaming button.
5. Please note that the controller isn’t compatible with
Android phone which uses MediaTek chip under plug and 
play mode.
6.If you connected with mistake model, please cancel
paired mode and records, then connect the correct mode.

13

TROUBLESHOOTING

Reset  
Funct ion

Sleeping 
Mode

When the gamepad occurs to functional disorder, dead 
halt or other abnormalit ies, it can be reset by pressing 
the reset slot on the back of the gamepad .

Under the 
pairing state

The controller enters sleep state after 
60 seconds no connection.

Under the 
reconnect state

The controller enters sleep state after
60 seconds no connection.

Under the 
working state

The controller enters sleep state after
5mins no action.

Under the 
sleeping state

Press the Power button, it wil l be 
connected automatically.

search control ler,  then cl ick “PXN-P30” to pair.  Connect
successful ly when the red LED indicator keeps on.
Step ④ :  Enter the game to play.
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ILLUMINATION PATTERNS

Charging
Funct ion

ON/OFF

Android  
HID Mode

Plug and
Play  Mode

Short press POWER button, 
Battery Indicator Status [Red LED Lighting]

Press POWER button for 3 seconds,
Battery Indicator Status [Red LED OFF]

Battery Indicator Status
[Red LED Flashes Slowly]

Battery Indicator Status
[Red LED Keeps ON]

Battery Indicator Status
[Red LED Flashes Quickly]

①After pressed      and      buttons,
   Modes Indicator Status
   [Blue LED Flashes Quickly],
②Modes Indicator Status When Connected
   [Blue LED Keeps ON]

①After pressed      and      buttons,
   Modes Indicator Status
   [Green LED Flashes Quickly],
②Modes Indicator Status When Connected
   [Green LED Keeps ON]

①After pressed      and      buttons,
   Modes Indicator Status [Red LED Flashes Quickly],
②Modes Indicator Status When Connected
   [Red LED Keeps ON]

ON

OFF

During 
Charging

Full 
Charged

Insufficient 
Battery

Android

iOS 

-  Fast and stable Bluetooth technology,stable and no
  latency.
-  Compat ib le wi th both iOS and Android system.
- With stretchable funct ion,max length can be stretched
  to 6.49 inch.
-  Bui l t  in high-eff ic ient  l i th ium battery,power saving
  technology providing longer gaming t ime.
-  Precise D-pad and Joyst ick for  more fun gaming 
  exper ience.

PRODUCT FEATURES

SYSTEM REQUIREMENT
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Support  Plat form: 
-  Android :  Android 4.4 and later.
  Requirement of  Plug and Play Model on Android:  
  Android 7.0 and later,non MediaTek chip cel l  phone.
-  iOS: Support  the system with IOS 11 above 13.3.1.  
  the system above 13.3.1 can be used normal ly af ter  
  being degraded to below 13.3.1 system.
Supported Size of  Phone:  4-6 inch,max to 6.49inch.

4-6 inches

Appr. 165mm

MOBILE GAMING CONTROLLER
User Manual

ファンクションキー図解
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Micro USB充電口

電源スイッチ
リセットボタン

左スティック

電源ライト

モードライト

方向キー

ホーム

セレクト

スタート

右スティック

ABXY 

LB

LT

RB

RT

1、電源が入らないときは、内蔵電池が切れている可能性がありま

    すので、USBケーブルで充電してから入れてください。

2、コントローラが動かなく場合は、デバイスから遠ざけるか、再接続

    してください。

3、コントローラを携帯電話に接続した後、コントローラが反応しない

   場合は、正しいモードとマッピングが使用されているか確認

   してください。

4、直接プレイモードを使用しているときに機能を持たないボタンが

   ある場合は、コントローラのマッピングボタンがゲームボタンの

   上に重なっているかどうかを確認してください。

5、Androidの直接プレイモードを使用するときに注意を払う必要

   がある、MediaTekチップの携帯電話は利用できません。

6、間違ったモードが接続されている場合は、まず携帯電話の

    Bluetoothで登録をキャンセルしてから、正しいモードの

    ペアリング接続を実行してください。
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修理を依頼される前に

スリープ
モード

リセット機能

5分以内にボタン操作がない、スリープ

状態に入ります

電源ボタンを押して起動し、スリープ

状態に入る前のモードに再接続します

コントローラが誤動作、デッドロック、またはその他の

異常である場合は、コントローラの後ろにあるスイッチ

を押してリセットしてから接続を再開することできます

作業状態

スリープ状態

- 高速で安定なBluetooth無線接続技術。

- iOS、Androidのデバイス対応しています。

- ハンドルには最大165 mmの伸縮距離をサポートする伸縮式

   ブラケットが付属しています。

-  内蔵の高性能リチウム電池、インテリジェントな省電力技術、

   より長いゲーム時間を提供します。

-  高精度・高感度のスティック。

機能特徴
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使用要件
適用デバイス： 

適用サイズ:

- Android：Android 4.4以上

Android直接プレイモードはAndroid 7.0以降のシステム

が必要です。

今はMediaTekチップの携帯は対応していません。

- iOS：IOS 11以上13.3.1以下のシステム

  13.3.1以上のシステムは降格システムで13.3.1までにダウン

  グレードした後正常に使用できます

※4〜6インチの携帯電話、最大延伸距離は約165 mmです。

4〜6インチ

約165 mm

コントローラー
取り扱い説明書

1、ご使用前に説明書をよくお読みください。

2、子供は大人の監督でこの製品を使用してください。

3、強い振動を避けてください。自分で分解や改装、

   修理することはしないでください。

4、コントローラを損害しないため、水や他の液体が

   コントローラに入らせないでください。

5、湿度の高いや高温や油煙の多い場所で保存しないでください。

6、内部にバッテリーがありますので、爆発や環境汚染を避けるた

   めに火や川（海）にコントローラを落とさないでください。

7、使用中に質問や提案がある場合は、製造元のアフターサービス

   にご連絡してください。
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注意事項   

製品仕様

    製品モデル                                 PXN-P30

    接続方法                                ブルートゥース

       電池                           内蔵250mAhリチウム電池

パッケージサイズ                         約200*125*50mm

本体サイズ                             約165*87*32mm

  単位重量                                     約155g

       使用温度                                    10-40℃

   使用湿度                                     20~80%

Plug and Play:  Sui table for  or ig inal  games,which don’ t
support  to play wi th the control ler.  Support  but ton 
mapping by APP to plug and play mode.

PLUG AND PLAY IN ANDROID:
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Step ① :  Press power button "     "  of  Control ler  to 
power on.
Step ②:  Press      and      but tons at  the same t ime to 
pair  unt i l  b lue LED indicator f lashes.
Step ③ :  Open Bluetooth funct ion in Android to search,
then cl ick “PXN-P30a” to pair.  Connect successful ly 
when the blue LED indicator keeps on.
Step ④: I f  you have button mapping requirement ,
please check the APP custom button tutor ia l .

PLUG AND PLAY MODE

Button Mapping Tutorial for Android System

Enhancement Function
Plug and Play in Android:
-  Open the prompt funct ion for  button layout:  
  Press       button to open. 
-  Enter to the screen of  set t ing button mapping :  

Scan QR for Tutorial

 Press      ON/OFF.
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ANDROID HID MODE
*Android HID Mode: The Android games that support  
 the control ler  to play direct ly.  For example,  Asphalt  
 and Modern Combat .
 Step ① :  Press power button "     "  of  Control ler  to 
 power on.
 Step ② :  Press      and      but tons at  the same t ime to 
 pair  unt i l  the red LED indicator f lashes.
 Step ③ :  Open the Bluetooth funct ion on Android to

*Support the system with IOS 11 above 13.3.1 (the system above 
 13.3.1 can be used normally after being degraded to below 13.3.1 
  system).

PLUG AND PLAY IN iOS:

Button Mapping Tutorial for iOS System

Scan QR for Tutorial

 Step ① :  Press power button "     "  of  Control ler  to 
 power on.
 Step ② :  Press      and      but tons at  the same t ime to 
 pair  unt i l  green LED indicator f lashes .
 Step ③ :  Open the Bluetooth funct ion on iOS to search 
 control ler, then cl ick “PXN-P30i”  to pair  wi th.  Connect
 successful ly when the green LED indicator keeps on.
 Step ④ :  I f  you have button mapping requirement,
 p lease check the APP custom button tutor ia l .

直接プレイモード：コントローラがサポートされていないゲーム

に適用し、アプリでキーをカスタマイズできます。
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直接プレイモード

Androidのカスタムボタン教程

アクセシビリティ

スキャンして仕様を入手

Android直接プレイモードの場合:

- ボタンレイアウトリマインダ機能：

  「      」を押してオンにします。

- ボタンマッピング設定メニュー: 

 「      」を押してオン/オフにします。

Android直接プレイモード：
Step ①: 電源ボタン「     」を押して電源を入れる。

Step ②:  「      」 と 「      」ボタンを同時に押すと、モードライト

          がブルーライトに点滅した時に放します。

Step ③: AndroidデバイスのBluetoothて検索し、「PXN-P30a」

          を登録します。モードライトはブルーライトが点灯し、

          接続が成功したことを示します。

Step ④: ゲームのキーの調整が必要なら、Androidの

          カスタマイズボタン教程を調べられます。
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Android HIDモード
※コントローラをサポートするゲームは直接使用することができ
ます。

iOSのカスタムボタン教程

スキャンして仕様を入手

Step ①: 電源ボタン「     」を押して電源を入れる。

Step ②: 「      」 と 「      」ボタンを同時に押すと、モードライトが

           レッドライトに点滅した時に放します。

Step ③: AndroidデバイスのBluetoothて検索し、「PXN-P30」

           を登録します。モードライトはレッドライトに点灯し、接続

           が成功したことを示します。

iOS直接プレイモード:
※IOS 11以上13.3.1以下のシステム。(13.3.1以上のシステムは降

格システムで13.3.1までにダウングレードした後正常に使用できます。)

Step ①: 電源ボタン「     」を押して電源を入れる。

Step ②: 「      」 と 「      」ボタンを同時に押すと、モードライトが

           グリーンライトに点滅した時に放します。

Step ③: iOSデバイスのBluetoothて検索し、「PXN-P30i」を

           登録します。モードライトはグリーンライトが点灯し、接続

           が成功したことを示します。

Step ④: ゲームのキーの調整が必要なら、iOSのカスタマイズ

           ボタン教程を調べられます。

19

ライトの説明

充電機能

電源
を入れる
／切る

Android 
HIDモード

スリープ
モード

直接
プレイモード

電源ボタンを押し，電源ライト 
「レッドライトが常に点灯している」

電源ボタンを3秒間長押し，電源ライト
「レッドライトが消灯し」

電源ライト 
「レッドライトがゆっくり点滅します」

電源ライト
「レッドライトが常に点灯しています」

電源ライト
「レッドライトが点滅します」

60秒以内に無接続で、スリープ状態

に入ります

60秒以内に無接続で、スリープ状態

に入ります

①「    」と「    」ボタンを同時に押しながら、

  モードライト 「ブルーライトが点滅します」

②接続成功、モードライト 

  「ブルーライトが常に点灯している」

①「    」と「    」ボタンを同時に押しながら、

  モードライト 「グリーンライトが点滅します」

②接続成功、モードライト 

  「グリーンライトが常に点灯している」

①「    」と「    」ボタンを同時に押しながら、モードライト

   「レッドライトが点滅します」

②接続成功、モードライト 

   「レッドライトが常に点灯している」

電源
を入れる

電源
を切る

充電中

充電完了

電池不足

Android

iOS 

ペアリング
状態

再接続状態


