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Binbok Game   

 Business Contact: contact@binbok.com 

@BINBOKOffcial 

1. - button 2. Screenshot button
3. Home button 4. +button
5. Left stick 6. Directional pad
7. Y button 8. X button
9. A button 10. B button
11. Right stick 12. Turbo
13. Light button 14. R button
15. ZR button 16. L button
17. ZL button 18. Pairing button 
19. Type-C charging interface
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* ライトボタンとYボタンを同時に押して、ジャイロモードに入ります
。ジャイロセンサーが傾きを検出したら、LEDライト全体が点灯しま
す。上（赤）、下（黄）、左（藍）、右（緑）

7.Adjusting The Brightness Of Lights
ライトの明るさを調節する

Hold down the light button and direction button at the same 
time to adjust the brightness of lights.
Hold down light button and up button to turn the light brighter.
Hold down light button and down button to turn the light 
darker.
4 levels: 25% 50% 75% 100%

ライトボタンと十字ボタンを同時に押して、ライトの明るさを調整し
ます。ライトボタンと方向キー上：ライトを明るくするライトボタン
と方向キー下：ライトを暗くする 
四つのレベル：25％、50％、75％、100％

Axis Calibration
    

ジャイロセンサー

Note: recommended to do this after the first connection to 
ensure the normal use of the shaft.
A. In the shutdown state, press "-" and "B" at the same time, 
press the home button at last, then LED1, LED2 and LED3, LED4 
will flash alternately and enter debugging mode. 
B. Place the controller on the desktop or other flat position. Press
"+"button, the host will calibrate automatically. After the 
calibration is completed, the controller will be automatically 
connected to the host.
C. After completed, please re-enter the controller debugging 
interface to test whether the controller is OK.
D. The host confirms automatically when the below interface 
appears, it indicates that the calibration has been completed 
and can be used normally.  

ご注意: シャフトの通常使用を保証するために、この動作は初回接
続後にお勧め。
A. シャットダウン状態に「-」と「B」ボタンを押して、最後にホームボタ
ンを押し、LED1、LED2とLED3、LED4が低滅し、調整状態に入ります。
注意：ホームボタンを押す時、「-」と”B”ボタンを押す状態に維持しま
す。

USBポート
USB Port

テレビモード
Host(TV Mode)

USB charging cable
USB充電ケーブル

Gamepad
コントローラー

USB charging cable

Gamepad

2-3秒押す
Press 2-3 seconds

3.Connection Problem
接続問題について

If the controller can not connect with Switch Console, please 
resolve with the following methods.
1.Fully charged via USB cable if power low then attempt to connect. 
2.Try to connect with Switch Console via USB cable. As pictures 
shown (Setting - Controllers and Sensors - Pro Controller Wired
Communication), only works when enable Pro Controller Wired 
Communication Mode.

コントローラーがSwitch本体と接続できない場合、また接続が不安定
な場合、下記の対策を試してください。
1.コントローラーは電池残量が不足なら、Switch本体と接続できない
可能性があります。コントローラーを満充電した後、Switch本体と再接
続してください。
2.USBケーブルで接続する前に、画像のように「設定→コントローラー
とセンサー→Proコントローラーの有線通信」、Proコントローラーの有
線通信をonにしてください。それから、USBケーブルで接続してくださ
い。

Welcome Guide
Wireless controller

取扱説明書

YS10

2. Wireless Pairing
ワイヤレスペアリング

Please ensure that the host is powered on and has been upgraded to 
the latest version before using this product. 
①Press the Switch power button to start the host. 
②After booting up, do the following: first step enter the "Controller 
Settings - Change Grip / Order" page, press the ”pairing button” for 
more than two seconds.
③The 4 LED lights will continue to flash. After successfully 
connected, the LED lights indicate the corresponding game player. 

注意：接続前にSwitch本体のシステムを最新バージョンに更新してくだ
さい。
①Switch本体の電源ボタンを押し、Switch本体に起動してください。
②起動後、次の手順を実行します。まず、「コントローラー-コントローラー
の持ちかた/順番を変える」ページに入り、コントローラーに「ペアリング
ボタン」を2秒以上押します。
③ペアリング中、４つのLEDが点滅しています。接続完了、対応のランプ
が点灯します。

1. -ボタン 2. スクリーンショットボタン
3. HOMEボタン 4. +ボタン
5. 左スティック 6. 方向ボタン 
7. Yボタン 8. Xボタン 
9. Aボタン 10. Bボタン
11. 右スティック 12. 連射ボタン
13. ライトボタン 14. Rボタン
15. ZRボタン 16. Lボタン
17. ZLボタン 18. ペアリングボタン
19. Type-C充電口

Specifications 
製品仕様

1.Size: 6.06*4.37*2.32in
2.Weight: 6.526±0.35oz
3.Material: new ABS environmentally friendly material
4.Connection method: Bluetooth
5.Vibration: dual motor, powerful vibration mode
6.Built-in six-axis gyroscope and acceleration function for better 
game experience
7.Support continuous burst and burst clearance function

1.サイズ：154*111*59mm
2.重量：185g±10g
3.材質:環境に優しく新しいABS材料
4.接続方法：Bluetooth接続
5.振動：ダブルモーター、二重振動
6.六軸のジャイロセンサーと加速機能を搭載
7.連射機能

Driver Package
 

ドライバーのアップグレード

We support downloading the driver package through a USB 
connection to the computer to fix some problems that may be 
encountered in use. If the driver package does not work, please 
contact us by email (support@binbok.com).
Driver package download website: www.binbok.com 

Note：No need to download driver if it can be used normally, 
otherwise new problems may occur due to version conflicts)

3.Clear the Switch Console connection cache if 1&2 methods can not 
work out, as pictures shown(Setting - System - Formatting Options - 
Reset Cache). Too much bluetooth data may cause connection error. 
In order to avoid this situation, clearing the Bluetooth data before 
connected is necessary.

3.以上の対策を試した後、まだ接続できないと、キャッシュを削除してみ
てください。下記のインターフェースに入ってください。設定→本体→初
期化→キャッシュの初期化。「Bluetoothデータを読みすぎる場合は、コ
ントローラーと接続する前にBluetoothデータのキャッシュを削除する必
要があります」

4.If it still can not connect after tried the above methods, you can 
reset it by pressing the reset button on the back of the controller.

4.以上の方法を試した後、依然としてダメなら、針でコントローラー背部
の穴を押してリセットしてください。

Use Again
二回目以降の使用

1. Press the Home button for more than 1 second to wake up the 
controller. 
2. Switch host enters the connection mode automatically in power 
on state, after successfully connected, the corresponding LED light 
on the controller will remain bright.
* It will be in sleep mode automatically after unsuccessful 
connection for 10 seconds; other buttons have no wake-up function. 

1.HOMEボタンを１秒以上押し、コントローラーが起動します。
2.Switch本体は起動状態になると、コントローラーが自動的にSwitch本
体と接続します。ランプが光ってから、手をすぐ離してください。接続完了
、対応のライトが点灯します。
*注意：10秒以内接続できない場合、コントローラーは自動的にスリープ
モードに入ります。HOME以外のボタンを押しては接続できません。

Motor Vibration Adjustment 
 

振動レベル調節方法

Button Layout
 

ボタン配列

B. 本製品をデスクまた他の平坦な位置に置き、「+」ボタンを押すと、
Switch本体が自動的に調整できます。
C. 完成後に改めて本製品の調整画面に入り、使用操作を確認します。
D. Switch本体は自動的に認証され、下記画面に”OK”をクリックして、完
成になります。

Button
  

ボタン

1.If controller button fails or does not work, please perform the 
following operation test: Setting - Controllers and Sensors - Test 
Input Devices (If there is a problem with the button in the test 
experiment, contact customer service for a replacement)
2.When left & right control stick operation deviations, perform 
control stick calibration: Setting - Controllers and Sensors - Calibrate 
Control Sticks.
3.Please calibrate the controller if you meet motion sensor problem: 
Setting - Controllers and Sensors - Calibrate Motion Controls -
Calibrate Controllers (the controller must be placed horizontally 
when calibrating)

1.ボタンが故障なら、以下の操作テストを操作してください：設定→コン
トローラーとセンサー→入力デバイスの動作チェック「操作テスト中の
ボタンが故障なら、アフターサービス部に連絡して交換してください」
2.左や右スティックは操作偏差がある時、スティックを校正してください：
設定→コントローラーとセンサー→スティックの補正。
3.ジャイロセンサー機能が故障なら、ジャイロセンサーを校正してくださ
い：設定→コントローラーとセンサー→ジャイロセンサーの補正→コン
トローラーを補正する「校正時コントローラーを水平に置いてください」

Calibrate Control Sticks 
  C

スティック校正

Warning
  

注意事項

1. Do not expose the controller to high temperature, high humidity
or direct sunshine.
2. Do not allow liquid or small particles to enter the controller.
3. Do not put any heavy object on the controller
4. Do not disassemble the controller.
5. Do not twist or pull the cable too strongly.
6. Do not throw, drop, or apply strong shock to the controller. 

1.コント□ーラーを高温、高湿、直射日光の当たるところに置かない
でください。
2.不注意で液体や小さな粒子をコントローラーに入れることを避けて
ください。
3.コン卜ローラーの上に重いものを置かないでください。
4.コン卜ローラーを勝手に分解しないでください。
5.USBケーブルを過度にねじ曲げたり引っ張ったりしないでください。
6.コントローラーを落としたり、強烈な衝撃を受けたリしないでください。

1."T" + "Up Arrow" to increase motor dynamics.
2."T" + "Down Arrow" to reduce motor dynamics. 
The controller has a vibration adjustment function. The SWITCH 
controller motor adjustment function is divided into 4 levels: 100%, 
75%, 30%, 0% (default is 75%). After the adjustment is successful, the 
motor in this gear will vibrate for 0.5 seconds.

1.「T」と「方向キー上」ボタンを同時に押して、振動レベルを上げます。
2.「T」と「方向キー下」ボタンを同時に押して、振動レベルを下げます。
振動レベルは３階段で調節できます：100%、75%、30%「デフォルトは
75%です」。調節完了、約0.5秒の振動時間があります。

Turbo Function
  

連射機能

Set Up and Cancel
セットアップとキャンセル

1.Hold the Turbo button and press any of A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR 
button(for the first time) to turn on the normal Turbo function. 
2.Hold the Turbo button and press any of A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR 
button(for the second time) to turn on the automatic Turbo function.
3.Hold the T button and press (for the third time) 
A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR button to turn off the automatic Turbo function.
4.Hold the Turbo button for 5 seconds to cancel the Turbo function.
Note: The controller will vibrate when you turn on or turn off the 
Turbo function

1.A/B/X/Y/L/R/ZL/ZRの中で一つボタ ンを押しながら、Tボタンを同時 
に押すと、長押連射モードがonになります。
2.そのボタンとTボタンをもう一度押して、自動連射モードに切り替えま
す。
3.そのボタンとTボタンをもう一度押して、連射機能をオフにします。
4.Tボタンを５秒以上に長押して、連射機能の設定データーを消します。
ご注意: モードを設定すると、コントローラーが振動する。

TURBO Speed Adjustment Method
連射スビードの調節方法

1."T" + "-"decreases TURBO speed.
2."T" + "+" increases TURBO speed.
During the burst, the mode light flashes at the corresponding speed, 
flashes slowly, flashes at medium speed, and flashes quickly. 

*The speeds of these three gears are:
A.5shoots/s
B.12shoots/s
C.20shoots/s

1.「T」と「-」ボタンを同時に押して、連射スビードを下げます。
2.「T」と「+」ボタンを同時に押して、連射スビードを上げます。
連射中、LEDライトは対応するスビードデ点滅します。ゆっくり点滅「
5shoots/s」、中速で点滅「12shoots/s」、すばやく点滅「20shoots/s」
*連射スビードは３段階で調節できます：
A.秒間5連射
B.秒間12連射
C.秒間20連射

Light Setting
    

ライト設置

Note: After the first time using the controller: It will keep the last light 
setting by default. (Exception:After running out of battery / pressing 
the RESET button)

ご注意: 二回目以降の使用：毎回オンにすると、ライトモードは前回のシ
ャットダウン前の設定によって点灯します。「例外：電池が切れた場合
/RESETボタンを押した場合」

1. Changing The Color Of Lights
ライトの色を変更する

Press the light button once, the lights color is cyclically changed in    
the order of blue, red, green, yellow, cyan, orange, purple,  pink and 
rainbow.

ライトボタンを一回押して、LEDライト全体の色が変化します。色の変化              
順番：藍、赤、緑、黄、青、橙、紫、ピンク、多色。

2. Turning Off The Lights
ライトを消す

Double press the light button to turn off the lights.

ライトボタンを二回押して、LEDライトが消えます。 

使用中に発生する可能性のある問題を修正するために、コンピューター
をUSBケーブルで接続することにより、パッチのダウンロードをサポート
します。パッチが機能しない場合は、メール（support@binbok.com）で
お問い合わせください。
パッチのダウンロード：www.binbok.com（正常に使用できる場合はパ
ッチをダウンロードする必要はありません。通常の使用では、パッチをダ
ウンロードすると、バージョンの競合が原因で新しい問題が発生する可
能性があります）

First Use: 
初回使用
1. USB Pairing
USBペアリング

3. Breathing Light Mode 
呼吸モード

* Hold down the light button and A button at the same time to 
turn to breathing light mode, press the light button to change 
to another color. The light color will be changed cyclically.
* ライトボタンとAボタンを同時に押して、呼吸モードに入ります。ラ
イトボタンを押して、次の色に変化します。

4. Vibration Mode
振動モード

* Hold down the light button and B button at the same time to 
turn to vibration mode, the red lights go on and the motor 
vibrates (The lights stay on as long as the motor vibrates)
Luminance(20MA)
* ライトボタン+Ｂボタンを同時に押して、振動モードに入ります。モ
ーターが振動する時、赤いライトが同時に点灯します。（点灯時間は
モーターの振動時間と同じ）
明るさ：20MA

5.Stick Mode 
スティックモード

* Hold down the light button and X button at the same time to 
turn to stick mode, the brightness of the lights changes with the 
joystick swing extend. The greater the angle of the stick swing, 
the brighter the light will be. When the swing stops, the lights 
go dim. You could press the light button to change the lights to 
another color.　
Luminance (5-20ma)
* ライトボタンとXボタンを同時に押して、、スティックモードに入りま
す。ラ イトの明るさはスティックの傾き角度によって調整します。ス
ティックが 傾きない時、ライトは少し明るい。ライトボタンを押して
LEDライトの色 が変更します。 
明るさ： (5-20ma) 

6. Gyro Mode
ジャイロモード

Hold down the light button and Y button at the same time to 
turn to gyro mode, all of the lights turned on while the 6-axis 
gyro is moving. Top(red), bottom(yellow), left(blue), right(green).

1.Controller Self-calibration
コントローラー自体で校正

* After connected to the console, press A, X, and ー button at the 
same time for 3 seconds, calibration success when the 4 LED lights 
bright.
* コントローラーがコンソールに接続してるとき、同時にA、 X、 と ーボタ
ンを三秒間長押して、四つのLEDライトが点灯したら校正が成功します。

2.Calibrate With Console
コンソールで校正

1.Press the Home button to return to the host interface and select 
system settings.
1.HOMEボタンを押してホストのインターフェースに戻り、「設定」を選択
します。

2.Press A to enter the following interface, select "Calibrate Control 
Sticks".
2.Aボタンを押して次のインターフェースに入り、「Calibrate Control 
Sticks」を選択します。

3.Press A to enter the following interface
3.Aボタンを押して下記インターフェースに入ります。

4.Press the stick(left/right) to enter the calibration interface then 
calibrate the stick.
4.ジョイスティック「左ジョイスティック/右ジョイスティック」を押して、下
記の校正用のインターフェースに入り、校正します。

5.Press the X button to adjust the interface, and continue the next 
step according to the host indication.
5.Xボタンを押して、画面を調整します。それにホストの指示より次の操
作を進行します。

Low Woltage Alarm
   

低電圧アラーム

1. If the lithium battery voltage is lower than 3.55V+0.1V, the current 
channel tight flashes quickly and indicate low voltage.
2. If the lithium battery voltage is lower than 3.45V±0.1V, it will 
automatically sleep.

1.低電圧アラーム：リチウム電池の電圧は3.55V±0.1Vより低ければ、対
応のLEDが点滅します。
2.リチウム電池の電圧は3.45V±0.1Vより低ければ、コントローラーに自
動的にスリープモードに入ります。

Reset Button Function
 B

ボタン機能のリセット

When there are some unsolvable faults in the controller, you can try 
to press and hold the reset button on the back of the controller for 
more than 5 seconds. At this time, the controller is powered off and 
reset, and you need to reconnect according to the method of 
connecting the controller for the first time.

コントローラーに解決できない問題がある場合は、コントローラーの背
面にあるリセットボタンを5秒以上押し続けてみてください。この時点で、
コントローラーの電源がオフになり、リセットされます。コントローラーを
初めて接続する方法に従って、再接続する必要があります。

Automatic Sleep
   

自動スリープ

1.The controller automatically sleeps when the host screen is off. 
2.The controller automatically sleeps without pressing any button in 
5 minutes.(sensor does not move)
3.Bluetooth mode, press the HOME button for 5 seconds, disconnect 
from the host. 

1.Switch本体の画面はoffになれば、コントローラーが自動的にスリープ
モードに入ります。
2.5分間以内にボタンを押さないと「ジャイロセンサーも動かない」、コン
トローラーは自動的にスリープモードに入ります。
3.Switch本体と無線接続している場合、HOMEボタンを5秒に押すと、
Switch本体と接続が切れます。

Charging Indication 
  

充電表示

1. Battery low voltage alarm system: current indicator flashes (quickly 
flashing.) 
2. The current channel indicator flashes (slow flash) when charging, 
and the current indicator is always on when fully charged.
3.When the pairing indication conflicts with the charging low power 
indicator, the pairing  indicates a concern.

1.バッテリー低電圧アラーム：対応のLEDライトが速く点滅します。
2.コントローラーの電源をonにしたら、充電の時対応のLEDがゆっくり点
滅します。充電完了、点灯になります。
3.ペアリング状態が充電低電力状態と同時に起こる場合、LEDインジケ
ーターはペアリング状態を優先に表示します。

US: support@binbok.com
EUR: support.eur@binbok.com

 Official Homepage : binbok.com
（Register on this web to activate aftersales.）



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.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of 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 interference 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.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be u
sed in portable exposure condition without restriction


