３．本製品の解説と特徴
1、各部名称

５．設定手順
【Bluetooth 接続を行なう】

縦折型 Bluetooth キーボード

1. 電源が入っていることをご確認ください。

ペアリング（接続の認証）を行わなければなりません。

2. キーボードと相手側接続機器が通信可能な範囲内にあることをご確認くだ

3. 充電されていることをご確認ください。

せん。

4. 各デバイスの Bluetooth の設定をご確認ください。

1. デバイスの [ ホーム ] 画面から [ 設定 ]→[ 一般 ]→[Bluetooth] を選択します。

（3E-BKY2）

2.[Bluetooth] ボタンが [ オン ] になっていることを確認します。
縦折型 Bluetooth キーボード本体
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さい。

一度ペアリングをしたら、同一の機器間では再びペアリングをする必要はありま

＜iOS（iPad・iPhone）＞

１

（A）接続がうまくいかない

本製品を Bluetooth 接続で初めてお使いになるときは、

ペアリングは二つの機器間での固有の接続です。

取扱説明書

６．トラブルシューティング

[ オフ ] になっている場合は [ オン ] に変更します。

5. キーボードが相手側接続機器に Bluetooth 接続されていることをご確認く
ださい。
6. 接続端末の対応 Bluetooth 情報をご確認ください。
（B）キーボードの充電ができない

3. 本製品を開いて電源を ON にします。

USB 充電ケーブルがキーボードとパソコンなどの電源供給元に接続されてい

4. キーボード上の「Fn」+「C」キーを同時に押すと、
Bluetooth インジケーターが点滅します。

ることをご確認ください。

（点滅開始から約 3 分間はペアリング待機状態となります。）
5.iPad / iPhone が Bluetooth 機器の検索を行います。

（C）しばらくすると Bluetooth の接続が切れる
Bluetooth 接続後、キーボードを使わないまま放置すると約 3 分後に

認識されると「3E-BKY2」と表示されます。

Bluetooth 接続が自動的に OFF になる（待機モードになる）場合があります。

Caps Lock ランプ

PIN コード（パスコードなど）の入力を求められましたら、
本製品のキーボードで、指定された PIN コードを入力し、

その場合は、再度「Fn」+「C」キーを同時に押して、ペアリング待機状態

Power インジケーター

最後に [Enter] キーを押してください。

１０ Bluetooth インジケーター

に設定してください。

6.「3E-BKY2」の右側に [ 接続されました ] と表示されたら、

１１ 充電用 micro USB ケーブル

ペアリング（接続の認証）の完了です。
（ペアリングが完了すると点滅していた青色のインジケーターは自動的に消え
ます。）

2、特徴
①持ち運びに便利で、すっきり収納できる縦折型キーボード
②アルミニウム合金を使用し、肌触りが良く、高級感あるデザイン

※ペアリングに失敗した場合は、[Bluetooth] 画面に表示されている本製品の
「3E-BKY2」という文字を削除し、再度手順１から設定し直してください。

③マグネットを内蔵することにより、本体の開閉を防止
④本体を開閉するだけで、自動的に電源 ON/OFF

４．本製品の使用準備

１．電波に関する注意
●本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、
工事設計認証を受けています。したがって本製品を使用するときに無線局の免許は
必要ありません。また本製品は、日本国内でのみ使用できます。

Bluetooth 接続でお使いになる前に充電をしてください。
（製品は閉じたままでも充電可能です。）
① 本製品の充電用 micro USB ポートに付属の USB ケーブルを差し込みます。
② USB ケーブルの反対側を充電が可能な USB ポート

●次の場所では、本製品を使用しないでください。
①電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ
②2.4GHz 付近電波を使用しているものの近く

または充電アダプターにつなぎます。
（充電アダプターは、別途ご用意ください。)

＜Android・Windows＞

④ 充電が完了するとインジケーターが緑色に変わりますので、
USB ケーブルをはずしてください。

●本製品は、工事設計認証を受けていますので、

ペアリング待機状態になります。
3. デバイスの [ 設定 ] 画面を開き、画面内の [Bluetooth] 機能を ON にします。

①本製品を分解／改造すること

※充電には約 3 時間かかります。
（電池残量が少量からフル充電状態となるまで）

②本製品の裏面に印字してある認証マーク及び認証番号を変更すること

※使用時に Power インジケーターがオレンジ色に点滅しはじめたら、
付属のケーブルをご使用の上、充電してください。

①緑色：電池残量あり

3E Bluetooth Keyboard

１台

USBケーブル（充電用）

１本

取扱説明書（本書）

１部

②オレンジ色：電池残量少

※本製品は常温の環境下で保管してください。
また、長期間ご使用にならない場合でも、2 ヶ月に 1 度本製品を充電してくださ
い。
注意 !!
※充電には付属の USB ケーブルのみをお使いください。
他のケーブルまたは充電機器での充電は保証しておりません。
また危険ですので絶対に使用しないでください。
※充電の際は、正常な電圧において行ってください

折りたたみ時 / W226 X H56 X D16mm、
使用時 / W226 X H168 X D4mm

重さ

約360g

キーピッチ

15.8mm

キー配列

英語配列(58キー）

キー耐久回数

約500万回（キー単体の回数）

＜Android＞
5.PIN コード（パスコードなど）の入力を求められましたら、

最後に [Enter] キーを押してください。
6. 接続が完了したら、デバイスの [ 設定 ] 画面を閉じてください。
（ペアリングが完了すると点滅していた青色のインジケーターは
自動的に消えます。）

インターフェイス

Bluetooth3.0 GFSK

電源

リチウムイオンポリマーバッテリー

充電用インターフェイス

micro USB

充電時間

約4時間

＜Windows＞

連続待受日数

約180日※

5. 画面に「キーボードのパスコードを入力して下さい」と表示されます。

連続使用時間

約80時間※

対応機器

各種Windowsタブレット、
各種Androidタブレット/スマートフォン、
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ

対応OS

Android 4.2 以降/ iOS 9 以降/ Windows 8 以降

材質

アルミニウム合金、ABS樹脂

製品内容

Bluetoothキーボード、取扱説明書、
充電用microUSBケーブル

動作可能距離

約10m以内

通常「Fn」+「Alt」を同時に押すことで、電池残量を確認することができます。

２．製品構成

本体サイズ

その後、画面内の [ デバイスの検索 ] をタップして、本製品の検索を行います。
4. 検出された「3E-BKY2」をタップします。

本製品のキーボードで、指定された PIN コードを入力し、

以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。

製品仕様

2.「Fn」+「C」キーを押すと Bluetooth インジケーターが青色に点滅しはじめ、

③ 充電が開始されると Power インジケーターが赤色に点灯します。

（環境により電波が届かない場合があります）

７．製品仕様

1. 本製品を広げて電源を ON にします。

その下の「または、パスコードを接続先のデバイスで入力してください」
という文字をタップしてパスコードを表示させて下さい。
6. 本製品のキーボードで、指定されたパスコードを入力し、
最後に [Enter] キーを押してください。
7. 接続が完了したら [ 閉じる ] をタップしてください。
（ペアリングが完了すると点滅していた青色のインジケーターは
自動的に消えます。）
●ユーティリティによっては [ 閉じる ] が表示されない場合があります。
その場合には、ウィンドウの右上の [×] を押してウィンドウを閉じてください。

※お使いのデバイスによっては、上記設定方法と異なる場合がございます。
その場合は各デバイスの説明書をよくお読みの上設定してください。

※使用環境により異なります。

