
1. 三台のデバイスがペアリングされたら、「Fn +      」、「Fn +     」、「Fn +       」の キ
     ーを押すと、それぞれペアリングされたデバイスに切り替えます。
2. 再接続機能：キーボードの電源をオンにして、最後に使用したデバイスと自動
     的に接続します。（接続デバイスのBluetooth機能をオンにしてください）
3．ペアリングに失敗した場合は、デバイスからペアリング履歴を削除し、上記の
     手順をもう一度試してみてください。

Package Contents
1 x Wireless Keyboard
1 x USB Charging Cable
1 x Carry Pouch
1 x User manual
1 x Warranty Card

For Android For Win For iOSFn on Windows
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超薄型Bluetoothキーボード 

取扱説明書

www.iclever.com

IC-BK13

Ultra-slim Universal Wireless Keyboard

IC-BK13

User Manual

www.iclever.com

パッケージの内容

仕様

1 x Bluetoothキーボード本体
1 x USB 充電ケーブル
1 x 携帯ポーチ
1 x 取扱説明書
1 x 保証カード

ペアリング手順

一台目のデバイスのペアリング

-4- -5-

-6-

ファンクションキー機能

Windowsのタブレットの場合は、「fn」をを押しながらをそれぞれのファンクショ
ンキーを押してください。

キーボードの入力言語の切り替え

Samsung  Android: shift + Space
Google  Android: ctrl + Space
Windows:   cmd + Space / ctrl+shift
iOS 8 とそれ以前のシステム: cmd + Space
iOS 9 とそれ以降のシステム: ctrl + Space

FAQ （よくある質問）

タブレットと接続できない...

1. 電池残量不足が原因ではないかを確認してください。両方のデバイスをフル
    充電してください。
2. お使いのデバイスのBluetooth機能がオンになっているかを確認してください。
3. お使いのデバイスとキーボード間の距離が接続可能範囲の10メートル以内
     かどうか確認してください。

対応するシステム

· iOS 6.0とそれ以後のシステム
· Mac OS X v10.6、Mac OS X v10.12とそれ以後のシステム
· Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 搭載のパソコン（Bluetooth機能が必要）
· Android 3.0或いはそれ以後のシステム、Bluetooth HID profile機能付きな
   スマートフォンとタブレット
· このキーボードはSamsung Smart TV (UE37ES5500/UE55KU6400U/ 
  UE48JU6400)、Mac mini、Nokiaスマホに対応しません。

省エネモード

30分間操作しない場合、キーボードが自動的にスリープモードに入ります。再起
動するには、いずれのキーを押して、3秒ほど待ってください。

充電の説明

1．付属されるUSBケーブルを使って充電してください。一端をUBSチャージャー
     に接続して、もう一端をキーボードに接続してください（USBチャージャーは
      同梱されていません）。
2．充電中、電源インジケーターが赤くなります。フル充電するまで約2時間かか
     ります（出力：DC 5V/500mA）

ステップ 1. 電源スイッチをオンにします。電源インジケーターが緑色で点灯して
から消えます。 
ステップ 2. 「 fn +       」を同時に押します。
ステップ 3.  「 fn +       」を押してください。Bluetooth インジケーターが緑色で点
滅し、デバイスのBluetooth機能をオンにして、使用可能なデバイスを検索します。
ステップ 4. 「iClever BK13 Maruko」という名のBluetoothキーボードをみつけ
るとクリックして接続します。
ステップ 5.  接続された後、Bluetoothインジケーターが消灯します。

Caps Lockキーを押すと、大文字·小文字の切り替えができます。 
緑色で点灯：大文字入力
消灯状態：    小文字入力
(Androidシステムの場合、Caps Lockインジケーターが点灯しない可能性
がありますが、Caps Lock機能は正常に作動します。 )

Bluetoothバージョン
サイズ
通信範囲
リチウム電池容量
充電時間
連続使用時間
待機時間
表面材質
裏面材質

Bluetooth 3.0
287x133x20mm/11.3x5.24x0.79 in
< 10 m / 32.8 ft
280 mAh
< 2 時間
90 時間
90日
ABS
ステンレス·スチール

A

インジケーター説明

電源スイッチ

マイクロUSB充電用差込口

OFF ON

① Caps Lock インジケーター:

Fn+ pairing」を押すと、Bluetooth ペアリングインジケーターが緑色で点滅し、
ペアリングモードに入ります。接続されたら、インジケーターが消灯します。

電源スイッチをオンにすると、緑色で3秒ほど点灯してから消灯します。 
充電中は赤色で点灯し、充電が完了したら消灯します。 

② Bluetooth ペアリングインジケーター : 

③ 電源インジケーター:

 ① ②  ③

二台目のデバイスのペアリング

注意: デバイスとペアリングされた後、fnとOSキー（AndroidにはQ、Windows
にはW、iOSにはE）を押して、オペレーションシステム（OS)を選びます。そうしな
いと、一部のファンクションキーが使えません。
「Fn + Q」 - Android 　　　 「Fn +W」 – Windows　　 　「 Fn +E」 – iOS

ステップ 1. 「fn +      」を同時に押します。
ステップ 2.   「 fn +        」を押してください。 Bluetooth インジケーターが緑色で
点滅し、デバイスのBluetooth機能をオンにして、使用可能なデバイスを検索します。
ステップ 3. 「iClever BK13 Maruko」という名のBluetoothキーボードをみつけ
るとクリックして接続します。
ステップ 4. 接続された後、Bluetoothインジケーターが消灯します。

三台目のデバイスのペアリング

ご注意: 

ステップ 1. 「fn +      」を同時に押します。
ステップ 2.   「 fn +        」を押してください。 Bluetooth インジケーターが緑色で
点滅し、デバイスのBluetooth機能をオンにして、使用可能なデバイスを検索します。
ステップ 3. 「iClever BK13 Maruko」という名のBluetoothキーボードをみつけ
るとクリックして接続します。
ステップ 4. 接続された後、Bluetoothインジケーターが消灯します。

1. Three devices can be actively paired at one time, only need to 
    press “ fn+            ” key, changing to the accorded paired device.
2. Re-connection function: Turn on the keyboard, it can connect with 
    the last used device automatically.
3. If connection is failure, delete the pairing record from your device, 
   and try the above procedures again.

For Android For Win For iOSFn on Windows
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Pairing Steps

Pairing with the 1st device

-10- -11- -12-

Keys and Function
For the Windows tablets, press and hold the "Fn" keys while pressing 
the function keys.

How to switch keyboard language
Samsung  Android: shift + Space
Google  Android: ctrl + Space
Windows: cmd + Space / ctrl+shift
iOS 8 or below: cmd + Space
iOS 9 or above: ctrl + Space

FAQ 

If you are unable to connect the keyboard to your tablet, 
please try the following:
1. Starting with a full charge on both devices ensures that process 
    won’t be interrupted by a low battery.
2. Check your tablet’s Bluetooth is on.
3. Make sure that the keyboard is within the effective operation 
    distance of 32.8 feet (10m ).System requirements

• iOS 6.0 and above
• Mac OS X v10.6 to Mac OS X v10.12 and above
• Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 , PC computer with a Bluetooth host
• Android 3.0 and above with Bluetooth HID profile 
  (Smartphones and Tablets)
• This keyboard is not compatible with Samsung Smart TV 

Power Saving Mode

The keyboard will enter sleep mode after being idle for 30 minutes. 
To activate it, press any key and wait for 3 seconds.

How to Charge it
1. Use the included USB cable for charging. Connect one end to a 
   USB charger, and the other to the keyboard. 
   (USB charger is not included)
2. In charging, the power indicator will turn red. Generally, it takes 
   approximately 2 hours for a full charge. (Output: DC 5V/500mA)

Step 1. On the keyboard, slide the power button on. The green light 
           will be on for 3s and then turn off . 
Step 2. Press “ fn +    ”.
Step 3. Press “ fn +pairing ”, Bluetooth indicator flash green, starting 
           to search the available bluetooth device.
Step 4. Find the Bluetooth name “iClever BK13 Maruko” and click for 
           connection.
Step 5. The Bluetooth indicator will be OFF after successfully paired.

Press Caps Lock key to switch capital and small letters. 
Inputting Capital Letters: flash in green color.
Inputting Small Letters: automatically turns off.
(For Android users, the Caps Lock indicator may not appear, 
 but the Caps Lock function is still activated as per normal. )

Bluetooth version
Dimensions
Operating Range
Lithium Battery Capacity
Charge time
Uninterrupted Work Time
Stand-by time
Front side of  keyboard
Back side of  keyboard

Bluetooth 3.0
287x133x20mm/11.3x5.24x0.79 in
< 10 m / 32.8 ft
280 mAh
< 2 hours
90 hours
90 days
ABS
Stainless steel

A

Indicator Lights Description

OFF ON

 ① Caps Lock Indicator:

Will flash green after pressing the “fn + pairing” Keys together. 
It disappears when connected.

② Bluetooth Pairing Indicator :

 Lights up green for about 3s when being turned on.

Only for charging.

③ Power Switch:

④ Micro Charging Port:

⑤ Keyboard Switch Button.

 Red light will turn on when the keyboard is 
 charging and turns  off once fully charged. 

Battery Indicator:

 ① ②  ③

 ⑤

 ④

Pairing with the 2nd device

NOTE: After connecting with the device, your must press Fn 
+ relative OS key (Q for Android, W for Windows, E for iOS )
to select operating system, otherwise some key’s function 
are invalid.

Step 1. Press “ fn +    ”.
Step 2. Press “ fn +pairing ”, Bluetooth indicator flash green, starting 
           to search the available bluetooth device.
Step 3. Find the Bluetooth name “iClever BK13 Maruko” and click for 
           connection.
Step 4. The Bluetooth indicator will be OFF after successfully paired.  

Pairing with the 3rd device

NOTE: 

Step 1. Press “ fn +    ”.
Step 2. Press “ fn +pairing ”, Bluetooth indicator flash green, starting 
           to search the available bluetooth device.
Step 3. Find the Bluetooth name “iClever BK13 Maruko” and click for 
           connection.
Step 4. The Bluetooth indicator will be OFF after successfully paired.

Specifications

(UE37ES5500, UE55KU6400U, UE48JU6400), Mac mini and 
Nokia phones.


