
Bluetooth Keyboard

IWG-ZXBT3

User Manual

The wireless Bluetooth keyboard has 7 colors backlight and 3 levels 
of brightness. After 5-minutes of inactivity, the backlight turns off and the 
keyboard goes into power saving mode. Please press any key to 
activate the backlight.

Please Note: 
This product do not come with a fully charged battery. In order to get 
the best user experience, please charge this keyboard before using it 
the first time.

Thank You
Thank you for choosing Seenda.

This Keyboard can connect 3 Computers (Windows system) 
simultaneously.
Please read this manual carefully before use.

Features

Instruction of the LED indicator

1. Wireless connection via Bluetooth.
2. 7 colors backlight.
3. 3 levels of brightness.
4. After 30 minutes of idling, the keyboard enters sleep mode. 
    Press any key to activate the keyboard.
5.After 5-minutes of idling, the backlight turns off and the keyboard 
goes into power saving mode. Please press any key to activate the 
backlight.

Power on: Press and hold the button            for 3 seconds, LED 1 blue light flashes for 

second and then off.

Power off: Press and hold the button             for 3 seconds, LED 1 blue light flashes 

quickly 6 times and then the keyboard is turned off.

Switch Bluetooth Channel / Devices: Press and hold the button          , and then press 

the button             /            /            to switch, the light of the corresponding channel ( 

LED1/LED2/LED3) flashes one second and then off.

Pairing: Press and hold the button             /          /            for 3 seconds after switching 

the Bluetooth channel, the keyboard enters Bluetooth paring mode when the blue light 

of the corresponding channel ( LED1 / LED2 / LED3) flashes quickly.

Low Battery Indicator: LED 4 red light flashes slowly.

Charging: LED 4 red light is on.

Fully Charged: LED 4 red light turns off.

LED1
BT1 BT2 BT3 Power button

LED2 LED3 LED4

This keyboard supports auto-reconnect. It will automatically connect to the 
computer when you turn on the keyboard again. (The computer’s Bluetooth 
must be on). If you connect the keyboard to two or three computers, when 
you turn on the keyboard again, it will automatically connect to the computer 
that used before turning off the keyboard.You can Press       +       /         /   
to switch devices you want to use.

This Keyboard can connect 3 Computers (Windows system) simultaneously, 
if you want to connect other computers, please switch the Bluetooth channel 
(Press         +        /         ) firstly and then follow the connection steps for the 
BT1 channel above to connect.

Press and hold the button         
for 3 seconds, LED 1 blue light 
flashes for second and then 
the keyboard is turned on.

Press and hold the button        , and then 
press the button        When the LED1 blue 
light flashes one second and then off, you 
have switched to BT1 channel.
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Press and hold the button             for 3 seconds, when the LED 1 blue light 
flashes quickly, the keyboard enters Bluetooth pairing mode. And then find the 
keyboard on the Bluetooth list to connect.
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Instruction of the multifunction keys
Instruction of the backlight

1.          button:Adjust brightness of the back light: low-mid-high-off.

2.          +         /         Adjust backlight color.

Settings

Bluetooth, printers, mouse

Mice, keyBoards, pens, or audio and other 
kinds of Bluetooth decices

Add Bluetooth or other device

Bluetooth 3.0 keyboard

Devices

Bluetooth On

Input

Charge the Keyboard

Charging Cable

Fn Lock

Go to the Next Track

Open Music Player

Volume Down

Volume UP

Disable the Sound

Go to the Previous
Track

Pause / Play

Turn Up the Brightness

Stop the Player

Go to Home Page

Open Email Application

Open " My Computer" or
" This PC"

Turn Down the Brightness

  

EN

Package Content

Bluetooth Keyboard X1
Micro USB charging cable X1
User Manual X1

Important

1. Do not use this product after liquid infiltration
2. Do not expose this product to extreme temperature. 
3. Do not attempt to disassemble this product on your own. 
4. Avoid dropping or hitting hard.
5. The charging voltage of this product is 5V. Please do not charge it 
    with any chargers that do not match this voltage output.
6. Please use this product within the effective working distance.

Specification

Dimension

Weight

Bluetooth version

Battery capacity

Charging voltage

Working voltage

Working range

Working current without backlight

Working time without backlight

Working current with the brightest backlight

Working hours with the brightest backlighting

Charging current

Charging time

Sleep mode current

418*120*21 mm

550 g

Bluetooth 3.0

2000 mAh

5 V

DC 3.7 V

10 m

3-5 mA

400 h

120 mA

16 h

220 mA

10 h

1 mA

Warranty

30-day unconditional money-back guarantee. If you are not 
completely satisfied with this product for any reason, Seenda will 
gladly refund your purchase price within 30 days of purchase (from 
the date of retail purchase). 

1-year limited warranty. ONE(1) YEAR from the date of retail 
purchase. If a hardware defect arises (not due to personal alterations 
or attempted repairs) and a valid claim is received within the 
Warranty Period, Seenda will either: 
(1) repair the product at no charge. 
(2) Exchange the product with a product that is new or which has 
been manufactured from serviceable used parts and is at least 
functionally equivalent to the original product.
(3) Refund the purchase price of the product. 
Seenda may request that you send the product back to our 
address for the replacement/refund. The location will change 
according to your area of residence. Please contact our customer 
service for confirmation. Seenda WILL NOT cover the shipping cost. 

Seenda only offers warranty service for our official Amazon store 
and distributors. We need the order information, for example, the 
Amazon order number to verify your order.

Contact Information

Please contact our customer support if you have any question or 
suggestion. We will do our best to help you. 

Email: : customer-service@seenda.com

Website: www.hiseenda.com



Bluetoothキーボード

IWG-ZXBT3

取扱説明書

これは、ワイヤレスBluetoothキーボードです。7色のバックライト
が付き、3段階の明るさを搭載しております。必要に応じて好みの色
と明るさを調整できます。5分間で操作しないと、キーボードは自動
的にバックライトをオフにし、省電力モードに入ります。もう一度
使用する場合は、任意のキーを押すだけでキーボードのバックライ
トが点灯します。
このキーボードは、Bluetooth機能を搭載しておる3台のWindowsコン
ピュータに同時に接続できます。

ご注意：
出荷される製品のバッテリ残量は80％を超えてはいけませんので、
より良い体験のために、初めて使用するときは、まずキーボードを
充電してください。

ありがとう
Seendaをお選びいただきありがとうございます。

注意事項

１.高温、高湿度、高腐食性の環境で使わないでください。

２.自分で製品を分解や改造をしないでください。

３.落としたり、強くぶつけたりしないでください。

４.液体浸透後に使用しないでください

５.この製品の充電電圧は5Vです、この電圧出力に合ったUSB充電器で

   充電ください。

６.有効作動距離内でご使用ください。

パッケージ内容

BluetoothキーボードX1

USB充電ケーブルX1

ユーザーマニュアルX1

BT1 BT2 BT3 ON/OFFスイッチ

特徴

LED使用説明

1. Bluetoothでワイヤレス接続可能です。

2. 7色のバックライトを搭載しております。

3. 3段階の明るさを調整可能です。

4. 5分間で使用しないと、キーボードは自動的にスリープモードに

   なります。再び使用する場合は、任意のキーを押すだけて、キー

   ボードが起動して作業し始めることができます。

キーボードをオンにする：     キーを３秒間押し続け、LED１の緑のライトが

点灯し、一秒間後、消えます。

キーボードをオフにする：     キーを３秒間押し続け、LED１の緑のライトは

素早く６回点滅してから、消えます。

Bluetoothチャンネルを切り替える：     キーを押し続け、    /      / 

LED1/LED2/LED3は緑のライトが点灯し、一秒間後、消えます。をクリックします。

ペアリングモードになる：Bluetoothチャンネルの切替完了後、     /      /    

を３秒間押し続け、LED1/LED2/ LED3の緑のライトは素早く点滅します。

バッテリー残量不足：LED4の赤いライトがゆっくり点滅します。

充電中：LED4の赤いライトがずっと点灯しています。

フル充電：LED4の赤いライトが消えます。

キーボードがパソコンに接続完成後、他のデバイスに接続する場合

は、「FN」キーを押し続けて「BT2」キーをクリックします。「BT2」

キーのLED2の緑のライトが点灯してから1秒間後、消えます。BT2に切

り替えたことを示します。「BT2」キーを3秒間押し続け、LED2の緑の

ライトが素早く点滅し、BT2がペアリングモードになります。最後にマ

ニュアルの手順に従ってペアリング接続してください。 BT3の接続

方法は、BT2と同じです。

キーボードには自動接続機能を搭載しております。キーボードがオフ

になる後、次回再利用の場合、キーボードをオンにするだけで、デバ

イスに自動的に接続できます。（デバイスのBluetoothがオンになる

必要があります）。 2台または3台のデバイスが接続されている場

合、再びオンにする時、キーボードはシャットダウン前に最後に動作

していたデバイスに接続します。

          キーを３秒くらい押し続
け、LED１の緑色のライトが１秒点灯
してから消えます。キーボードはオン
になります。

           キーを押し続け、    キーをク
      リックします。BT1の緑色のLED1が1秒
      間点灯してから消えます。BT1に切り
      替わることを示ます。

           を3秒間で押し続け、LED1が素早く点滅し、ペアリングモードに入り
       、接続までおまちください。接続完成後、使い始めることができます。
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2 仕様

サイズ

重量

接続技術

バッテリー容量

充電電圧

動作電圧

作動距離

動作電流（バックライトが消灯している場合）

作業時間（バックライトが消灯している場合）

動作電流（光度は最高である場合）

作業時間（光度は最高である場合）

充電電流

充電時間

スリープモード電流

38*11.5*1.1cm

550g

Bluetooth3.0

2000mAh

5V

DC 3.7V

10メートル

3-5 mA

400 h

120 mA

16 h

220 mA

10 h

1 mA

特別なキー操作説明
ライト使用説明

1.      をクリックして、キーボードのライトの明るさを自由に調

   整できます。3段階の輝度を搭載しております。

2.     を押したままにして、    または     をクリックし、バッ

   クライトの色を調整できます。7色を選べます。

設定する

Bluetooth、プリンター、マウス

マウス、キーボード、パン、オーディオま
たはその他の種類のBluetoothデバイス

Bluetooth　またはその他のデバイスを追加する

Bluetooth 3.0 keyboard

デバイス

Bluetooth

Bluetooth

オン

入力

保証

30日間無条件返金保証：

購入日から30日間、何らかの理由でこの製品に満足していない場

合、Seenda は購入価格を返金します。

1年間の限定保証：

購入日から1年間。保証期間中にハードウェアの不具合（個人的な改

造や修理の試みによるものではない）が発生した場合、Seenda 
はしたの方法で対応します。

（1）無料で修理します。

（2）破損箇所の再発送します。

（3）返品された商品の購入金額を返金します。

Seenda は、当社のAmazonストアおよび販売代理店のみに保証

サービスを提供しています。注文を確認するため、注文情報

（Amazonの注文番号など）が提供必要です。

連絡先

ご注文いただきありがとうございます。何かご質問や不明な点がご

ざいましたら、弊社カスタマーサポートにご連絡ください。お客様

の十分の満足のため、当方では全力を尽く対応させでいただきま

す。 

キーボードを充電する

充電ケーブル

JP

LED1 LED2 LED3 LED4

ご使用前に必ずお読みください。

Email: : customer-service@seenda.com

Website: www.hiseenda.com


