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Tri-folding Wireless Keyboard 
 with backlit

IC-BK05 / IC-BK20

User Manual

Package Contents

Indicator Lights Description

1 x Wireless Keyboard
1 x Micro USB Cable
1 x Carry Pouch
1 x User Manual
1 x Warranty Card

1.Two working conditions: Bluetooth wireless connection and USB
 wired connection

① Power Indicator:
1) Unfold the keyboard: It will light in green color for several seconds 
and then turns off. 
2) Low battery capacity: When the keyboard is in low battery capacity, it 
will flash in red color to remind you to charge it.
3) Charging: stably on in red color.
Fully Charged: automatically turns off .
4) Battery capacity display: Press “Fn +     ” keys, it flashes in green 
color. Every flash represents 25% battery power ( in total 4 times 
flashes, 100% remaining battery power). 
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Feature

Operation Instruction

Backlit Function

Keys and Function

Switching the keyboard’s language
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For the windows tablets, how to type the below 
letters in the status of Japanese.

② Status Indicator 
Press “    +        ” keys to pair the keyboard with your Bluetooth-enabled 
devices.
Pairing: quick flash in blue color
Successfully Paired: automatically turns off 
③ Caps Lock Indicator
Press Caps Lock key to switch capital and small letters. 
Inputting Capital Letters: lit in blue 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. )

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.

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

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 4 hours for a full charge. (Output: DC 5V/500mA)

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 
33 feet (10 m).

iOS 8 or below: Win + Space
iOS 9 or above: Ctrl + Space
Samsung Android: Shift + Space
Google Android: Ctrl + Space
Windows: Win + Space

IMPORTANT

Set the language of the device to your desired language before use. 
1. For iOS devices only:
Settings > General > Keyboard > Keyboards > Add new keyboard > Select 
desired language 
2. For Samsung Android devices only:
Settings > Controls > Language and input > Samsung Keyboard > Select 
input languages > Select desired language
3. For Android devices only:
Settings > Language & input > Physical Keyboard > Set up keyboard 
layouts > Select desired language
4. For Windows devices only:
Control Panel > Clock, Language and Region > Select desired language
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Key  icon Android Windows iOS
N/A

Home

N/A

N/A

Search for

Previous track

Play/Pause

Next track

Mute

Volume -

Volume +

Screenshot

Lock

N/A

Back

Esc

Web browser

N/A

N/A

Search for

Previous track

Play/Pause

Next track

Mute

Volume -

Volume +

Screenshot

N/A

N/A

N/A

N/A

 Home

Brightness down

Brightness up

Search for

Previous track

Play/Pause

Next track

Mute

Volume -

Volume +

Screenshot

Lock

Keyboard display

N/A

NOTE: After connecting with the device, you must press Fn + relative 
OS key (A for Android, S for Windows, D  for  iOS ) to select operating 
system, otherwise some key’s function are invalid.
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バックライト付き折りたたみ式
Bluetoothキーボード

IC-BK05 / IC-BK20

取扱説明書

パッケージ内容

インジケーター

1 x iclever IC-BK20 Bluetoothキーボード
1 x Micro USB ケーブル
1 x キャリーポーチ
1 x 取扱説明書
1 x 保証カード

iPad／iPhones全機種

端末 システム 対応状況

パソコンやノートパソコン

iMac／Macbooks

スマートフォンやタブレット

iOS 6.0 以後のシステム

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
（Bluetooth機能あり）

Mac OS X v10.6 ～ Mac OS X 
v10.12或いはそれ以後のシ
ステム

Android 3.0或いはそれ以後の
システム（Bluetooth機能あり）

―

○

○

○

○

×

Samsung Smart TV
(品番UE37ES5500,UE55K
U6400U,UE48JU6400)、
Mac miniとNokia

iOS 8或いはそれ以前のシステム：Win + Space
iOS 9或いはそれ以後のシステム：Ctrl + Space
Samsung Androidシステム：Shift + Space
Google Androidシステム：Ctrl + Space
Windowsシステム：Win + Space

①電源インジケーター: 
1)キーボードを開くと、電源が自動的にオンになります。電源インジケー
ターが緑色で5秒ぐらい点灯し、そして消灯します。
2)電量不足：電量不足の場合、電源インジケーターが赤色で点滅します。
キーボードを充電してください。
3)充電中：赤色で点灯します；充電完了：自動的に消灯します。
4)バッテリー残量表示：「Fn +       」 キーを押すと、緑色で点滅します。
（一回点滅：残量約25％；二回点滅：残量約50％；三回点滅：残量約75％
；四回点滅：100％電量）
②状態インジケーター　
          と           キーを押すと、お使いのBluetooth対応デバイスとペアリング
することができます。

ペアリングモード：インジケーターが青色で点滅します。
ペアリング完了：自動的に消灯します。
③キャップロックインジケーター: 
キャップロックキーを押すと、大文字·小文字を切り替えることができま
す。
大文字を入力する際：インジケーターが緑色で点滅します。
小文字を入力する際：消灯
Androidシステムの場合、インジケーターが点灯しないこともありますが

1.Bluetooth ワイヤレス接続とUSB 有線接続の二つの接続方法があります

2. USB 有線接続された状態でも「Fn +        」や「Fn +        」を押せば
Bluetooth ワイヤレス接続に切り替えることができます。

3. 真ん中の二つ黒いスタンドを下に倒せば、タイピング中のキーボードの
バランスを保つことができます。
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製品特徴

バックライト機能
「Fn +     」キーを押すと、バックライト機能がオン／オフになります。
「Fn +     」キーを一回押すと、バックライト機能がオンになります。
「Fn +     」キーを二回押すと、バックライトがより明るくなります。
「Fn +     」キーを三回押すと、バックライト機能がオフになります。
「Fn +     + ▲」或いは「Fn +      + ▼」キーを押すと、バックライトの色を
変えることができます。
接続
a.Bluetooth ワイヤレス接続
1.キーボードを開いて電源をオンにしてください。
2.「Fn +       」を押してください。
3.「Fn + Pairing」キーを押して状態インジケーターが青色で点滅し、ペア
リングモードに入ります。
4.お使いのデバイスのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探
します。「iclever IC-BK20キーボード」が表示されると、クリックして接
続します。
5.接続完了後、「Fn+Q/W/E」を押して操作システムを選択してください
。
（Android: Fn+Q; Windows: Fn+W; iOS: Fn+E ）
ご注意: 
1.ペアリング完了後、状態インジケーターが自動的に消灯します。
2.ペアリングが失敗する場合、上記の接続手順に従って、再試行してくだ
さい。

b. USB 有線接続
1.キーボードを開いて電源をオンにしてください。
2.キーボードを付属されたUSBケーブルと接続し、もう一端をデバイスと
せ属してください。
3.「Fn +    」キーを押して、USB有線接続機能が有効になります。
4.接続完了後、「Fn+Q/W/E」を押して操作システムを選択してください
。

操作ガイド

ファンクションキー

入力言語の切り替え

重要事項―入力言語の設定

対応するシステム
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タブレットに接続した場合、日本語状態で以下の文字はどう
やって打ちますか？

本製品は多国言語対応であるため、使用する前にご利用したい入力言語
に設定してください。
1.iOSデバイスの場合
設定>一般>キーボード>キーボード>新しいキーボードを追加>使いたい
言語を選択
2.Samsung Androidデバイスの場合
設定>コントロール>言語と文字入力>Samsungキーボード>入力言語を
選択> 使いたい言語を選択

3.Androidデバイスの場合
設定>言語と文字入力> 物理キーボード>キーボードレイアウト設定>使
いたい言語を選択
4.Windowsデバイスの場合
コントロールパネル>時間·言語·地域>使いたい言語を選択

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秒ぐらい待ってください
。

充電について

1. 充電する場合はキーボードを付属されたUSBケーブルと接続し、もう
一端をUSBチャージャーに接続してください。（USBチャージャーが同梱
されていません）
2. 充電中電源インジケーターが赤色で点灯します。フル充電するまで約4
時間が必要です。（出力電圧：DC 5V/500mA）

デバイスと接続できない...
1. お使いのデバイスとキーボードのバッテリ残量が不足ではないかを確
認してください。
2. お使いのデバイスのBluetooth機能がオンになっていますかを確認して
ください。
3. お使いのデバイスとキーボードの距離を10メートル以内にしてくださ

よくある質問

押すキー          文字   押すキー                   文字         押すキー                文字

Power Indicator Status Indicator Caps Lock Indicator

①電源インジケーター ②状態インジケーター ③キャップロックインジケーター

2. After connecting to the USB port, you can freely switch between BT 
connection and wired connection by pressing Fn +      or Fn +    . That is to 
say, one of them is in activated status while the other is in standby status.

a.Bluetooth Wireless Connection
Step 1. Unfold the keyboard to power on it.
Step 2. Press “Fn +       ” keys to enjoy wireless technology lifestyle.
Step 3. Press “Fn + Pairing” keys, the Status Indicator will flash in blue 
color to enter pairing mode.
Step 4. Activate the Bluetooth function of your device and search other 
Bluetooth devices. Find the keyboard name ( iClever IC-BK20 Keyboard ) 
and click to connect them.

Note: 
1.The Status Indicator will automatically turn off if they are successfully 
paired.
2.If the pairing process is failed, please retry the above steps until 
successful pairing.
3.Only one device can be actively paired at one time.
4.For some desktop computers, you may need a Bluetooth dongle to help 
Bluetooth pairing process. ( Bluetooth dongle is not included )

b.USB Wired Connection 
Step 1. Unfold the keyboard to power on it.
Step 2. Plug the provided Micro USB cable into this keyboard and 
connect the other end to your device.
Step 3. Press “Fn +    ” keys to successfully connect them, then you can 
enjoy your wired technology lifestyle.

Press “Fn +     ” key to turn on/off backlit function
1st time press to turn on backlit
2nd time press to increase backlit brightness
3rd time press to turn off backlit.
Press  “Fn +     + ▲ ”key or  “Fn +     + ▼” key to change backlit colors.
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3. With two foot stands on both side to keep balance and stable when typing.


