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K32 ワイヤレス ゲーミングキーボード

ユーザーマニュアル

(L)439mm x (W)206mm x (H)38mm

10 Dedicated multimedia keys
Web/Home key, My Computer key, Media key, 
Mute key, CD Stop key, Volume+ key, Volume- key, 
Prev Track key, Play/Pause key, Next Track key

K32 Wireless Gaming Keyboard 

(L)439mm x (W)206mm x (H)38mm

10専用マルチメディアキー  
ウェブ/ホーム、マイコンピューター、メディア、ミュート、CD停止、
音量+、音量-、前の曲、再生/一時停止、次の曲

LED=バックライトを点灯・消灯、バックライトモードを変更する
FN+Page  Up/Down=光度を上げる
　　　　　　　　　   光度を下げる
FN+「-/=」=バックライトの呼吸速度を上げる
　　　　   バックライトの呼吸速度を下げる
FN+LED=7色バックライト呼吸

Troubleshooting
1. Please charge the keyboard for 4 hours before use to 
prevent the keyboard didn't work due to no electricity When 
the battery is low, please do not use it while charging.

2. When there is no response from the connection, please 
unplug the receiver, then press ESC and K button at the same 
time, the indicator light in the upper right corner starts to flash, 
and then reinsert the receiver, the keyboard will reconnect to 
the computer.
3. Check if the receiver is properly connected to the computer 
and that the bottom switch of the keyboard is turned ON.
4. Try connecting the receiver to another USB port on your 
computer.
5. Try rebooting your computer.
6. If it still does not work, try connecting the keyboard to 
another computer.
7.It is not recommended to use the keyboard with other blue 
devices, because it will be interfered with by Bluetooth Signal, 
which may cause delays with the keystrokes.

Key life expectancy: 60 million keystrokes     
Multimedia shortcuts: via FN Key     
Light effects: static lighting/
Lighting options: effect speed/ brightness adjustment 

breathing     

Energy saving sleep mode: after 60 seconds     
Power switch: behind the keyboard     
Gaming-grade Anti-Ghosting and water resistant     

Wireless frequency band: 2.4 Gh     

Wireless distance: up to 10 m     

Mini Receiver: Plug and Play     

Battery capacity: 1600 mAh     
Charging time: around 4 hours     

Continuous usage time at max brightness: 21 hours 

    

Voltage: 3.7V     

Wireless features

Keyboard function

3.レシーバーをコンピュータに正しく接続されるかどうかをご確認く
ださい。キーボードの頂部の電源スイッチを「ON」になっていること
もご確認ください。
4.レシーバーをコンピューターの別のUSBポートに接続してみ
てください。       
5.コンピュータを再起動してみてください。       
6.まだ作動しない場合、別のコンピュータにキーボードを接続し
てみてください。       
7.Bluetooth信号でキーボードを干渉されるため、遅延を引き起こ
す恐れがあるので、キーボードを他のBluetoothデバイスと一緒に
使用することはお勧めしません。       

ワイヤレス機能   
ミニレシーバー：プラグアンドプレイ   
電圧：3.7V   
ワイヤレス制御距離：最大10m   
充電時間：約4時間   
バッテリー容量：1600mAh   
無線周波数帯：2.4 Gh   
最大輝度での連続使用時間：21時間   

キーボード機能    
キーの寿命：6,000万回    
マルチメディアショートカット：FNキーで    
バックライト効果：静的な照明/呼吸モード/消灯    
バックライト調節：速度/光度を調節    
省エネスリープモード：60秒後    
電源スイッチ：キーボードの頂部    
ゲーミング級の防衝突と防撥水性    

トラブルシューティング       
1.キーボードが電量不足で作動できないことを避けるように、使用の
前に、4時間ぐらい充電してください。充電中使用しないでください。       
2.接続できない場合、レシーバーを抜いて、ESCとKキーを同時に押し
て、右上のインジケーターライトが点滅し始め、レシーバーを再挿入
すると、キーボードはコンピュータに再接続します。       
       


