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取扱説明書

BluetoothⓇ Silicone Keyboard
BTSK-8M

このたびは、ブルートゥース シリコン キーボード BTSK-8M をお買い上げいただき、
ありがとうございます。
本書は、ブルートゥース シリコン キーボード の使い方を説明しています。
ご使用前に、必ずお読みください。
ブルートゥース シリコン キーボード を本書とともに末永くご愛用いただきますよう、
心からお願い申し上げます。

・本製品は、日本国内専用です。
・本書の内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
・製品改良の為、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
・本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
・「キングジム」、KING JIM は株式会社キングジムの商標です。
・iPad、iPhone、iPod touch は米国 Apple 社の商標または登録商標です。
・「BluetoothⓇ」、「ブルートゥース」、および、ブルートゥースマークは、BluetoothⓇ  SIG 社の
   商標または登録商標です。
・その他記載の商品名などは、各社の商標または登録商標です。

同梱品の確認

本製品に釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、落下させたり、強い
衝撃を与えないでください。

同梱の USB ケーブルは本製品専用です。本製品以外の充電には使用しないで下さ
い。その他の電池を充電しますと、過大電流または過大電圧で充電される場合が
あり、電池を漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
本製品をご使用のときは、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。また、取扱説明書は不明な点をいつでも解決できるよ
うに、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。

表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および
損害の度合を、次のように説明しています。

次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または
重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高
い危害が想定される」内容を示しています。

表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

表示は、してはいけない「禁止」内容です。

表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

各部の名称と各キーの使いかた

・本体

・USB ケーブル
  （A マイクロ B タイプ）
※市販の USB ケーブル 
（A マイクロ B タイプ） でも、
ご使用になれます。

・取扱説明書 （本書）

危険

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または
重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。警告
この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「障害を負う
可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内
容を示しています。

注意

本製品の上に物をのせたり、ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所に
本製品を置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあり
ます。

注意

本製品は、防水構造ではありません。お茶、コーヒー、ジュースなど飲み物をこぼ
したり、殺虫剤を吹きかけたりしないでください。故障や火災・感電の原因となり
ます。水などをこぼした場合は電源を切り USB ケーブルを本体から抜き、販売店へ
ご連絡ください。

誤作動により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれ
に外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤作動する、動作
が低下する、または動作しなくなることがあります。

病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
本製品の電波で電子機器や医療機器 （例えばペースメーカー） などに影響を及ぼす
恐れがあります。

航空機の安全運航に支障をきたす恐れがあるため、無線式キーボードを航空機内
で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源を切り、
ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。
※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねま
すので、ご了承ください。

本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。
破損することがあり火災・感電の原因となります。破損した場合は、電源を切り
USB ケーブルを本体から抜き販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・
感電の原因となります。

ぬれた手で本製品や USB ケーブルを操作しないでください。故障や火災・感電の
原因になります。

使用中に万一、煙が出る、においがする、異常な音がするなどの異常な状態が見ら
れる場合は、すぐに電源を切ってください。そして、当社お客様相談室にご連絡く
ださい。そのまま使用すると破裂・発火・火災感電の原因となります。

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電を中止してく
ださい。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

引火性のガスやガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くで使用しないでください。
火災ややけどの原因となります。

電池内部から漏れた液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがあります。目を
こすらずに、すぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療
を受けてください。

本製品を高温になる場所 （火のそば、ストーブのそば、炎天下） での使用や放置、
保管はしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

本製品を分解、改造しないでください。破裂・発火・発熱・感電・ケガの原因と
なります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障
の原因となります。

危険

警告

取扱い上のご注意

・はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充
電してください。

・本製品を長時間お使いになった場合、本製品が発熱していることがあるのでご注意
ください。

・周囲の温度が 10℃～35℃ の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。
バッテリーの性能劣化や故障の原因となります。

・充電直後に本製品の温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありませ
ん。

・周囲の温度が 10～35℃ の室内で充電してください。

・ボタンが常に押されている状態が長く続くと、電池の消耗が早くなりますのでご注
意ください。

・かばんや袋などに入れて持ち歩くときは、電源を切ってください。

・本製品は、まるめたり、折り曲げたりすることはできません。

■電池について【内蔵リチウムイオン電池】
・充電が完了した本製品を、続けて再充電しないでください。バッテリー性能が劣化
します。

・内蔵バッテリーには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命です。
なお、寿命は使用状況によって異なります。

・本製品は、電池の交換はできません。

■ワイヤレス （無線） についての注意事項
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。従いまして、本製品をご使用するときに無線局の免許
は必要ありません。本製品は 2.4GHz 周波数帯域を使用しています。

Bluetooth は 2.4GHz 無線機や無線 LAN 機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数
帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

・本製品を使用する前に、近くで「他の無線局 *」が運用されていないか確認してくだ
さい。

・万一、本製品と「他の無線局 *」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を
変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器の
ほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体
識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示し
ます。

■廃棄の方法について
本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行ってください。

必ずお守りください！

ファンクションキー
Fn キーと組み合わせて押すと、
F1～F12 に割り当てられている
機能が利用できます。

BluetoothⓇ ランプ
・電源スイッチを ON にしたとき、
数秒間点灯します。
・ペアリング設定中に点滅します。

コネクトボタン
・ペアリング設定を開始
するときに押します。

電源ランプ
・電源スイッチを ON にしたとき、
数秒間点灯します。
・ペアリング設定中に点灯します。
・ペアリング状態のとき、点灯し
ます。

USB
ポート

電源
スイッチ

充電ランプ
・充電中、赤く点灯します。 
充電が終了すると、消灯
します。

Fn キー
(ファンクションキー )

alt/option キー

commandキー
スペースバー
空白を入力します。

ホームキー
ホーム画面に
移動します。

❶ バーチャルキーボードのオン/オフキー…iPad/iPhone/
iPod touch 上にバーチャルのキーボードを表示 / 非表示
します。

❷ 検索キー…検索画面に移動します。
❸ 巻き戻しキー…巻き戻したり、前の曲、ムービー、また
はスライドショーに移動したりします。

❹ 一時停止キー…曲、ムービー、またはスライドショーを
再生または一時停止します。

❺ 早送りキー…早送りしたり、次の曲、ムービー、または
スライドショーに移動したりします。

❻ 消音キー…iPad/iPhone/iPod touch のスピーカーや
ヘッドフォンポートから出力される音声を消します。

❼ 音量キー…iPad/iPhone/iPod touch のスピーカーや
ヘッドフォンから出力される音声の音量を下げたり上げた
りします。

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼
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おもな仕様

■対応機種等
対応機種 iPad ：iPad2、iPad
 iPhone ：iPhone4、3GS
 iPod touch ：第 4 世代、第 3 世代
 ※iOS4.0 以降にソフトウェアアップデートされていること
 ※Windows や Android では、動作環境保証対象外です

接続方式 BluetoothⓇ 無線方式
適合規格 BluetoothⓇ Ver.2.0
プロファイル HID (Human Interface Device)
電波周波数 2.4GHz 帯
電波方式 FH-SS 方式
送信出力 Class2.0
電波到達距離 最大 10m （使用環境により異なります）
キー数 77 キー
ファンクションキー数 12 キー
キーピッチ 約 16.2mm

■電源、その他
主電源 リチウムイオン電池 （本体に内蔵）
充電時間 約 3 時間 （使用環境により異なります）
動作時間 約 100 時間 （使用環境により異なります）
電池寿命 （充放電回数） 約 300 回 （使用環境により異なります）
寸法・重量 約 W233×D133×H8 （mm）
 約 210g （USB ケーブル含まず）

■使用条件
温度環境
　動作時 10℃～35℃
　保存時 －10℃～ 40℃
湿度環境
　動作時 30％～ 80％ （非結露）
　保存時 5％～ 80％ （非結露）



キーボードを使うには ペアリングのしかた

本製品をはじめて使用するときは、まず充電を行い、電源を入れた後、iPad/
iPhone/iPod touch とペアリングをおこないます。

・ペアリングとは、Bluetooth 機器同士をお互いに登録し、登録された機器との
接続を許可する操作のことです。

本製品は、iPad/iPhone/iPod touch 専用です。Windows や Android では、
動作保証対象外です。

充電のしかた

充電にかかる時間は、約 3 時間です。 

電源の入れかた

1.キーボードの USB ポートと付属の
USB ケーブル （A マイクロ B タイ
プ） を接続する。

1. 本製品
電源スイッチを「ON」にし、電源
ランプと Bluetooth ランプが緑色
に点灯したことを確認する。

・数秒後に消灯します。

2. 本製品
コネクトボタンを押し、Bluetooth
ランプが点滅するのを確認する。

・電源ランプは点灯します。

3. iPad/iPhone/iPod touch
ホーム画面で、「設定」を選ぶ。

4. iPad/iPhone/iPod touch
「設定」画面で「一般」を選び、
「Bluetooth」を選ぶ。

5. iPad/iPhone/iPod touch
「Bluetooth」を「オン」にする。

受信距離について

Bluetooth 機器と本製品との受信距離は、遮蔽物がない状態で、直線距離で
最大約 10 メートルです。
ただし、金属製の机や棚など、受信障害の起こりやすい環境でご使用になる場合、
受信距離が短くなる場合があります。

電源の切りかた

1.電源スイッチを OFF 側にスライドする。

・本製品の使用が終わりましたら、必ず電源を切ってください。

6. iPad/iPhone/iPod touch
「デバイス」欄に表示されている
「Bluetooth Wireless Keybord」を
選択する。

7. 本製品
iPad/iPhone/iPod touch の画面に表示
された PIN コードを本製品から入力し、
「enter」キーを押す。
注意
・PIN コードは、設定のたびごとに異なる数字が
表示されます。
・本製品に PIN コードを入力している際、iPad/ 
iPhone/iPod touch の画面上には、入力中の
数字は表示されません。画面の数字をよく確認
し、間違いのないように入力してください。
・PIN コードを入力し間違えたり、入力までに
時間が経過しすぎると、接続に失敗します。
・接続に失敗した場合は、手順1. に戻って操作
をしなおしてください。

2. USB ケーブル （A マイクロ B タイプ） 
を、PC 等の USB ポートに接続する。

1.電源スイッチを ON 側にスライドする。

2.電源ランプと Bluetooth ランプが緑色
に点灯するのを確認する。

・本製品は省電力設計のため、数秒後に消
灯します。（電源は入っています。）

・本製品はペアリング状態で、数分間使用
しないと、自動的に省電力モードに入り
ます。使用を再開する際は、いずれかの
キーを押してください。

3. 充電ランプが赤く点灯するのを確認する。 
充電ランプが消えると、充電完了です。

困ったときは

キーの一部が
正しく動作しない

充電できない

電源が入らない

ペアリングが
できない

本製品は、iPad/iPhone/iPod touch 専用です。Windows や
Android では、動作保証対象外です。

専用の USB ケーブルが正しく接続されているか、確認してくだ
さい。

充電されているか確認してください。電源スイッチを入れても、
電源ランプが点灯しない場合は、充電してください。

本製品の電源が入っているか確認してください。

キー入力が
できない

キー入力が安定し
ない /入力の反応
が遅い

本製品の電源が入っているか、確認してください。
本製品は省電力設計のため、約 15 分間使用しないと、自動
的に省電力モードに入ります。使用する際は、いずれかのキー
を押してください。

iPad/iPhone/iPod touch 側の Bluetooth 機能がオンになって
いるか、また正しくペアリングできているか、確認してください。

本製品と iPad/iPhone/iPod touch との距離が離れすぎていな
いか、確認してください。本製品の動作範囲は、半径 10 メー
トル以内です。  正常に動作しない場合は、本製品と iPad/ 
iPhone/iPod touch との距離を近づけてください。

スチール製の机や棚など、金属面の上で使用すると、電波が
届きにくくなることがあります。本製品と iPad/iPhone/iPod 
touch との距離を近づけて、使用してください。

他の Bluetooth 機器やワイヤレス機器を使用していると、電波
が干渉して正しく動作しないことがあります。他のワイヤレス
機器のチャネルを変更する、スイッチを切るなどしてください。

十分に充電されているか、確認してください。電池残量が少な
くなると、電源を入れてもすぐに切れてしまい、正しく動作し
ないことがあります。

本製品と iPad/iPhone/iPod touch との距離が離れすぎていな
いか、確認してください。本製品の動作範囲は、半径 10 メート
ル以内です。 正常に動作しない場合は、本製品と iPad/iPhone/
iPod touch との距離を近づけてください。

本製品と iPad/iPhone/iPod touch の間に遮蔽物が置かれてい
ないか、確認してください。
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本製品のお手入れをする場合には、乾いたやわらかい布でふいてください。
ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤がふくまれているものは使
用しないでください。使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

お手入れについて

アフターサービスについて

■ お問い合わせ
アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、
「BluetoothⓇ Silicone Keyboard」取扱店または当社お客様相談室にお問い
合わせください。  

■ 最新情報については
「BluetoothⓇ Silicone Keyboard」に関する最新の情報は、
当社のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス　http://www.kingjim.co.jp/

■ 修理に出されるときは
保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本製品およびご使用中の
USB ケーブルと保証書をお買い上げ販売店、または「BluetoothⓇ Silicone 
Keyboard」取扱店までお持ちください。保証期間後も、修理によって使用可能な
ときは、ご要望により有償で修理いたします。本製品をお買い上げ販売店、また
は「BluetoothⓇ Silicone Keyboard」取扱店までお持ちください。
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