
Dear user ,

        

II. The following conditions are not part of the scope of services:

Commodity name: Commodity model:
Purchase date: Name:

3. Product name or model on the warranty certificate and the actual
product incompatible;
4. Faults due to use, protection or maintenance in violation of the
requirements of the product use instructions.

2. Chip breakdown, burnt out of the circuit board, burnt black, burnt
components, scratches on the metal casing, indentation exceeding
0.2MM deep, engraving on the outer casing, obvious damage of the
outer casing shape and plastic material, circuit board fracture or
conductive film and other circuit parts punctured by sharp things,
product rusted or corroded, component detached, etc.;

1. Any damage caused by person, such as the user's unauthorized
disassembly, modification, repair or attempt to repair, etc;

12 combinations of multimedia keys:

FN+F1=multimedia               
FN+F3= sound volume +      
FN+F5=stop                         
FN+F7=play/pause               
FN+F9=mail                        
FN+F11=my computer     

FN+F2=sound volume -
FN+F4=mute
FN+F6=last track
FN+F8=next track
FN+F10=web page/home page
FN+F12=calculator 

Specifications:

Working Voltage: 4.5-5.5V
 Rated operating current—<200mA
Operating temperature range— 0-70℃
Interface: USB 2.0
Standard Keys: 104 keys US layout keyboard
Keys Type: Membrane key
Keycaps: Double-colored injection
Material: ABS / Aluminum alloy
Cable: 150mm/Copper inner core 
Size: 43.2mm*130mm*35mm  
Net Weight: 700g
System requirements: Win2000 / Win 10/ Win 8/ Win 7 / Win XP / Vista/ Linus.
25 keys Anti-ghosting (Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, R, F, V, T, G, M, SPACE, ↑ , ↓, ←, 
→, TAB, ALT-L, CTRL-L, SHIFT-L )

How to adjust the LED backlight:

7-color rainbow LED backlight (green, orange, pink, purple, blue, rose, red) 
3 backlit modes (lighting mode, lighting-off mode and breathing mode)
FN+Application key = Switch backlit modes（Turn on/off backlight）
FN+WIN = Lock the WIN and Application keys
Lighting Mode: 5-level brightness
FN+PGUP = Increase brightness
FN+PGDN = Reduce brightness
Default setting: Level 5 ( Maximum brightness)
Breathing Mode: 10-level breathing speed
FN+PGUP = Increase breathing speed
FN+PGDN = Reduce  breathing speed
Default setting: Level 1 (3 seconds of breathing speed)

Package included:

Thank you for purchasing the product of this series! In order to make you 
more satisfied with our service, please read and keep the warranty card 
carefully after purchase.
If the product you are using fails, our company will provide services to
you in accordance with the following terms:
I. From the date of your purchase, our company implements the“warranty 
service” policy for quality problems such as non-artificial hardware failures 
and product failures caused by poor electrical performance. When replacing 
products, the product fittings shall be well kept without scraping and the outer 
package shall be kept complete.

Guarantee:

1x USB wired keyboard               1×user manual               1×small brush

We offer 12-month quality guarantee. During the warranty period, if there is 
any product problem under normal use, please feel free to contact us, we will 
provide the best solution for you.
After-sale support E-mail: langtuus@hotmail.com 

LANGTU L1 メンブレンキーボード
取扱説明書

● 掃除ブラシ*1
● キーボード*1 ● 日本語取扱説明書（本書）*1

安全にご使用していただくために

● 製品を分解したり、改造しないでください。
● 0℃～70℃の気温環境でお使いください。
● 本製品に衝撃を加えないようにしてください。

技術仕様:

カラー：ブラック／ホワイト2色　　  サイズ：43.7*13.33*3.5cm
材質：ABS樹脂＋アルミ合金 　　　    重さ：980g
電流：180mA　　　　　　　　　　   電圧：4.5-5.5V
温度：0-70℃の環境でも正常に働き　キーキャプ：二色成形
接続インターフェース：USB2.0　　　ケーブルの長さ：約160cm
ストローク耐久：1000万回　　　　　キー配列：104キー
対応OS：Win2000/Win7/Win8/Win10/WinXP/Vista/MAC/Linusなど
保証期間：お買い上げ日より1年

本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前やご利用中に本書をお読みいただき、正しくお使いください。

ゲームでは、「FN」＋「W」キーとの組み合わせにより、プレイヤーを移
動操作するキーボードの「W S A D」の4つのキー、と↑ ↓ ← →キーを機能
交換することができます。

ゲームキーの設定：

本製品をお買い上げのお客様へ

最初にご確認ください

セット内容

本製品をお買い上げのお客様へ

7色（緑、オレンジ、ピンク、紫、青、ローズレッド、レッド）に発色可能
で、3種 LEDバックライト効果が変更することができます。 
「FN」+「アプリケーションキー」：点灯モード、消灯モードと呼吸モード
の3種 LEDバックライト効果があります。
◇ 呼吸モード：
「FN」+「PGUP」  
「FN」+「PGDN」 
10段階のスピード調節できます。
初期設定：1階段（3秒程度とした呼吸のスピード）
◇ 点灯モード：
「FN」+「PGUP」   
「FN」+「PGDN」 
5段階の光量調整が可能です。（ご注意：カラー変更はできません）
初期設定：最高輝度

LEDバックライトの調整方法：

FN+F1 マルチメディア　　            FN+F2 音量ー　
FN+F3 音量＋　　　　　　            FN+F4 マナーモード
FN+F5 中止　　　　　　　            FN+F6 前の曲
FN+F7 再生/终止　　　　              FN+F8 次の曲
FN+F9 メール　                             FN+F10 Webページ
FN+F11マイコンピューター           FN+F12 カルキュレーター
WINキーロック FN+「WIN」

多機能マルチメディアキー：

※防水機能を付きますが、キーボードを水に入れるは原則禁止となります。
※商品写真はできる限り実物の色に近い写真を掲載していますが、お客様の
お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場
合がございます。 また、製造時期により、実物とは細部が異なる場合がござ
います。
※海外輸入品の為、外箱に稀に歪み、角擦れ等がある場合がございます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦くださいませ。
LANGTUのキーボードはご購入日から12ヶ月安心保障を提供しております。
保証期間内において、正常なご使用方法で商品に不具合が発生した場合は、
無償で同一商品との交換あるいは代替商品との交換を承ります。
メールでの問い合わせ：langtujp@hotmail.com

商品についてのご注意：

LED点灯の明るさ↑
LED点灯の明るさ↓

LED呼吸モードのスピード↑
LED呼吸モードのスピード↓

After-sale policy

LANGTU L1 Membrane Keyboard 
Instruction Manual


