
操作手順

シリコンパッド

スタンドについて

一台目のデバイスのペアリング

ステップ1.   キーボードを開いて、電源スイッチをオンにします。
ステップ2. 「Fn」+ 「Q」キーを押すとチャンネル1に入り、
状態インジケーターが素早く青色で点滅します。
ステップ3. 「Fn」+ 「C」ボタンを押すと、状態インジケーターが
ゆっくり青色で点滅し、ペアリングモードに入ります。 
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 IC-BK11 Keyboard」という名のBluetooth キーボードを 
                      クリックして接続します。
ステップ5.   接続されると、状態インジケーターが青色に点灯します。

二台目デバイスとペアリング

ステップ 1. 「Fn」+「W」キーを押すとチャンネル2に入り、
状態インジケーターが素早く青色で点滅します。
ステップ2. 「Fn」+ 「C」ボタンを押すと、状態インジケーターがゆっくり
青色で点滅し、ペアリングモードに入ります。
ステップ3.   画面上のデバイス名から「iClever IC-BK11 Keyboard」を
クリックして接続します。ペアリングされた後、状態インジケータが
青色に点灯します。

三台目デバイスとペアリング

b. 接続された三つのデバイスを切り替えるには？

ステップ 1. 「Fn」+「E」を押すとチャンネル3に入り、状態インジケーターが 
                      素早く青色で点滅します。
ステップ2. 「Fn」+ 「C」ボタンを押すと、状態インジケーターがゆっくり
青色で 点滅し、ペアリングモードに入ります。
ステップ3. 画面上のデバイス名から「iClever IC-BK11 Keyboard」をクリックし
                     て接続します。ペアリングされた後、状態インジケータが青色に
                     点灯します。

Fn+Q/W/Eを同時に押して切り替えます

ご注意:

1. 再接続機能：キーボードの電源をオンにすると、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）
2．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、
上記の手順を再度試してみてください。

windows10とAndroidデバイスでは、日本語ローマ字入力のステータスに以下
の文字入力方法

c. 接続されているチャンネルを再ペアリングするにはどうしたら良いですか？

日本語入力モードで、入力と出力の句読点が異なる

チャンネル1（またはチャンネル2または3）をデバイス1とすでに接続して、
ほかのデバイスをチャンネル1と接続したい場合、次の手順で操作してください。
ステップ1. 「Fn」+ �Q�キーを押すとチャンネル1に入ります。
ステップ 2. 「Fn」 + 「C」ボタンを押すと、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。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 IC-BK11 Keyboard」という名のBluetoothキーボードを 
                     クリックして接続します。
ステップ4. 接続されると、状態インジケーターが青色に点灯します。

「Fn」

デバイスと接続できない
以下のような手順に従って操作してください。
①Bluetooth機能がオンになっていることをご確認してください。
②デバイスのBluetooth接続記録を削除してください。
③デバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにして、接続見てください。
④デバイスとキーボードBK11の距離をできる限り近づけてください。
⑤キーボードとデバイスをフル充電してください。
⑥キーボードとデバイスを再起動してください。

IC-BK11キーボードは日本語（JIS）ではなく、英語（US）配列ですので、
入力と出力の句読点が異なります。英語（US）入力モードに切り替える時、
入力と出力の句読点が一致します。

デスクトップと直接接触することを防ぎ、製品を傷つけないように使用されます。
使い方はキーボードの裏側に8個のシリコンパッドを貼り付けます。

一部のファンクションキーが使えません
ファンクションキーを使用する前に、上記の「キーボード機能」を
お読みください。相応するオペレーションシステムに切り替えられる
かどうかを確認してください。(「Fn」とA/ S / Dキーを押して
Android / Windows / iOSシステムに切り替えます)

注： Bluetoothアダプタを介してキーボードを接続している場合、互換性の問題
        により部分のアダプタがキーボードと接続できない可能性があります。

a. ペアリング手順

Operation Instruction
a. How to pair with wireless devices?

Silicone pad
It is used for avoiding the touch between keyboard and desk to damage the 
keyboard. To use it by adding 8 silicone pads at the back side of keyboard.

b. How to switch among 3 devices that have already been 
    connected?

Notes:

For windows 10 device or Android devices, under Japanese 
input method, Romaji status, you can type these characters 
by below:

Pairing with the 1st device
Step 1. On the keyboard, slide the power button to on., the status indicator 
             will be green for 10s then be off.
Step 2. Press “Fn”+“Q” keys to enter channel 1, the status indicator flash blue.
Step 3. Press “Fn”+“C” keys to enter pairing mode, the status indicator will 
            flash blue slowly.
Step 4. Find the Bluetooth name “iClever IC-BK11 Keyboard” and click to 
            connect it. The status indicator will be blue after successfully paired.

Press “Fn” and “Q”/ “W”/ “E” keys to switch among connected devices. My keyboard fails to connect.
If you can’t successfully connect the keyboard to your device, please try as 
following:
① Ensure your Bluetooth function is on.
② Delete all the connection records.
③ Turn off the Bluetooth on your devices and turn it again
④ Minimize the distance between the IC-BK11 keyboard and your device as 
     close as possible.
⑤ Fully charge both devices to ensure the pairing process won’t be affected 
     by low batteries.
⑥ Restart the keyboard and your devices.

In Japanese input method, why the punctuation of input and 
output is different?
This keyboard is based on US layout, not Japanese Layout; hence in 
Japanese input method, the punctuation will be different. When you switch 
to English(US) input method, the punctuation will be same as layout.

Why some function is not working?
Before to use function keys, please read above “Keys and Function”first; in 
addition, please ensure you have already switched to corresponding system 
by pressing “Fn” + “A”/ “S”/ “D” keys (A for Android, S for Windows , D for iOS) 
switching to Android/Windows/ iOS system.

Note: 
if you connect keyboard by Bluetooth adapter, some adapter may be unable 
to connect because of compatibility problem.

c. How to re-pair a channel that has already been connected?
If you already connect channel 1 (or channel 2 or 3) with device 1, and you 
want to use another device to connect channel 1 (or channel 2 or 3), 
please do as following.
Step 1. Press “Fn”+“Q” keys to enter channel 1, the status indicator flash blue.
Step 2. Press “Fn”+“C” keys to enter pairing mode, the status indicator will 
             flash blue slowly.
Step 3. Find the Bluetooth name “iClever IC-BK11 Keyboard” and click to 
            connect it. The status indicator will be blue after successfully paired.

1. Auto re-connect function. when you turn on the keyboard, it will connect 
    with the last-used device automatically.
2. If connection fails, delete all the pairing record from your device, and 
    follow the above instructions again.

Pairing with the 2nd device
Step 1. Press “Fn”+“W” keys to enter channel 2, the status indicator flash blue.
Step 2. Press “Fn”+“C” keys to enter pairing mode; the status indicator will 
             flash blue slowly.
Step 3. Find the Bluetooth name “iClever IC-BK11 Keyboard” and click to 
            connect it. The status indicator will be blue after successfully paired.

Pairing with the 3rd device
Step 1. Press “Fn”+“E” keys to enter channel 3, the status indicator flash blue.
Step 2. Press “Fn”+“C” keys to enter pairing mode, the status indicator will 
             flash blue slowly.
Step 3. Find the Bluetooth name “iClever IC-BK11 Keyboard” and click to 
            connect it. The status indicator will be blue after successfully paired.

8 x Silicone Pad
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