製品の概要

電源オン
キーボードを広げると自動的に電源はオンになります。

LEDインジケーター

電源オフ
キーボードを矢印の方向にたたむことでキーボードの電源は自動的にオフになります。

*この取扱説明書の指示に従わない場合、障害や故障の原因になり、製品の電源が正
しくオフにならない可能性があります。
キーパッド

回転磁石

取扱説明書

キーの使用方法
F nキーと同じ色でマークされている文字（記号または数字）を入力するには、Fnキーを押
しながら、該当するキーの組み合わせを押します。
例1：3文字あるキー（文字、記号、数字）

スタンド

アクティビティ
Q

Q

Shift + Q

KBB-700
Rev 1.0 JPN
無断複写・転載を禁じます。
LG Electronics Inc., 2015
注：KBB-700の破損を防止し、最大
限に活用するため、使用する前に本
書をすべてしっかりとお読みください。

キー入力

q

Fn + Q
￼

Fn + Shift + Q

電池カバー
例2：4文字あるキー（記号）
アクティビティ

キー入力

]

]

}

Shift + ]

3. ペ
 アリングするメインデバイスでキーボードを検索するか、または検索したデバイスか
ら[Rolly Keyboard（Rollyキーボード）]を選択します。
- 一部のデバイスではPINの入力を要求されます。 Fnキーを押しながらPINを入力
します。
4. ペアリングが完了したら、LEDインジケーターが3秒間青く光ってから暗くなります。
*2台のデバイスとペアリングしようとする場合、メインのデバイスとペアリングする前に2
台目のデバイスとペアリングする必要があります。 2台目のデバイスとペアリングする
には、上記の手順2の前に次の指示に従います。 キーボードのFn + D（Shift）キーを押
し、2台目のデバイスをペアリングスタンバイモードにします。 LEDの色が青色から紫色
に変わることを確認します。

製品の使用

yy キーボードがAndroidまたはWindowsデバイスと一度ペアリングされると、以前にペア
リングしたデバイスと再接続するためにペアリングプロセスを繰り返す必要はありま
せん。
yy キーボードがすでに2台のデバイスとペアリングされている場合に新しいデバイスを
ペアリングすると、最後にペアリングされたデバイスのペアリングが解除されます。

電池の取り付け
- 初めてキーボードを使用するときは、電池カバーのスリットを爪で押してキーボード中
央の上にある電池カバーを開きます。
- キーボードに付属している単4電池とプラス（+）極とマイナス（-）極の間にある保護フィ
ルムを取り除きます。 正しい方向に電池を入れ、カバーを閉じます。

Fn + w

音量を下げる

Fn + s

巻き戻し

Fn + a

早送り

Fn + d

再生/一時停止

Fn + Enter

検索
テキストの切り取り
テキストのコピー
テキストの貼り付け

デバイスの配置
- キーボードの左右の上部にあるスリットを爪で押してスタンドを開き、スタンドにデバイ
スを載せます。

スタートキー（Windows）

禁止
指示
指示

長期間製品を使わない場合は､乾電池の消耗または液漏れ等を防止するために製品か
ら乾電池を取り外してください。

キーボードに関する注意事項

警告
禁止
禁止
禁止
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削除

Fn + ■

指示
禁止

本製品は、最大2台のBluetooth®デバイスに接続して使用できます。 次の指示に従っ
て、Bluetoothデバイスを設定します。

キーボードとAndroid™ OSまたはiOSデバイスとのペアリング

状態

動作

電池残量は15%以上です

青色で5回点滅します

電池残量は5～15%です

赤色で5回点滅します

電池残量が少なくなると、LEDが点滅します。 電池の残りがわずかになった場合、また
は完全に放電した場合は、新しい単4電池と交換してください。

湿気やほこりの多い場所､油煙の当たる場所では使用しないでください。
火災や感電の原因となる場合があります。
キーボードに液体(水､薬品など)をこぼさないようにしてください。
故障や誤作動の原因になります。また､火災の原因になる場合があります。
火気のそばで使用しないでください。製品の変形や火災の原因になります。
極端な低温または高温の環境での使用または保管は､製品の破損や変形､誤動作､爆発な
どの危険があります｡ヒーターのそばなどでは使用しないでください｡
長期間お使いになったら､定期的に保守サービスをご依頼ください｡
安全点検を受けないまま製品を使用すると､故障や火災などの危険があります｡
自動車の中に製品を保管しないでください。高温や直射日光等によっ
て製品が変形､故障したり､電池の爆発及び火災の危険があります。

航空機で使用する場合は乗務員の指示に従ってください｡機内での使用
は航空事故の原因になる場合があります｡
電源がオンの状態で製品を密閉した空間に長時間または繰り返し保管
しないでください｡電池が過熱して､火災の原因になります｡
高温多湿の場所では使用しないでください｡本製品が正常に動作しな
い場合があります｡また感電の危険があります｡

注意
指示
禁止
指示
禁止
指示

安全にお使いいただくために

指示
指示

商品を正しく安全にお使いいただき、事故や危険を未然に防ぐためのものです。
お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

指示
禁止

警告

取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

指示

注意

取り扱いを誤った場合、人がけがをしたり物的損害を
受けたりするおそれがある内容を示しています。

禁止
指示

■ お守りいただく内容を図記号で表しています。

禁止

禁止内容(してはいけ
ないこと)を表してい
ます。

指示

指示内容(しなければ
ならないこと)を表し
ています。

指示

0℃～40℃の環境で使用してください｡
本製品を分解､改造しないでください｡本製品の分解､改造は､法律によ
り罰せられる場合があります。また､分解や改造による破損は保証の
対象外となります。
落下の危険がない安定した場所に設置してください｡落下により製品の
破損やけがの原因になります｡
製品の上に物を乗せないでください｡落下などにより故障やけがの原因
になります。
製品を使用中に底面が熱くなったら､膝の上で使用したり､触らないよ
うにしてください｡火傷の原因になります。
長時間使用しない場合は､乾電池の消耗を防ぐために､製品を折りたたん
で電源を切ってください。
本製品の装置､部品などの取り扱いには十分ご注意ください｡乱暴に扱
ったり､落下させると､製品の損傷やけがの原因になります。
本製品に付着した磁石及び小さな部品は幼児が触れないようにご注意
ください｡
折りたたみの結合部は､布系の素材を使用しており､ねじったり､無理な
力をかけたりすると故障の原因となりますので､慎重に取り扱ってください。
ペースメーカーなどの医療機器をご使用される方は､医者とご相談の上
ご使用ください。
本製品に使用されている磁石や電波によって､磁気カードやペースメーカー
などに影響を与える可能性があります｡
衣服のポケットなどに入れて持ち運ぶと､衣服に傷がついたりする場合
があります。
本製品をキーボードの用途以外の目的で使用しないでください｡
小さな子供などがお使いになる場合は､安全責任者や付き添いの監督の
もとご使用されることをおすすめいたします。

1. キーボードを完全に開いて電源をオンにします。
2*. Fn + B（ペアリング）キーを2秒以上押し続けます。
- ペアリングモードになると、青色のLEDインジケーターが1秒間隔で2分間点滅し
ます。
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・ 本製品は2.402～2.480GHzまで使用できますが､以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用しています。
- 産業､および科学､医療用機器など
- 工場の製造ライン等で用いられる免許を要する移動体識別用無線局または､免許を要しない特定小電力
無線局やアマチュア無線
本製品をご使用の前に､近くで上記に該当する無線が使用されていないか､ご確認ください｡万が一､本製品との
間に電波の干渉が発生した場合は本製品の使用する場所を変える､または使用を停止してください。

主な製品仕様
製品名

LG Rolly Keyboard

製品型番

KBB-700

接続方式

Bluetooth 無線方式

適合企画

Bluetooth 3.0

電波周波数

2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)

電波方式

FHSS, GFSK, DQPSK, 8DPSK

通信距離

最大約10m

対応機種

Bluetooth機能が搭載されたAndroid 3.2 以上 またはiOS 5 以上,
Mac OS X 10.6 以上 対応の携帯端末
Bluetooth機能が搭載されたパソコン(Windows7 以上)

外形寸法

展開時 ：W262mm×D105mm×14mm
折りたたみ時：W262mm×D25mm×H25mm

動作温度

0℃～40℃

バッテリー

単四形アルカリ乾電池

9

操作・故障に関するお問い合わせ窓口
LGモバイルお客様ご相談センター
( フリーダイヤル )

0120-011-167

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■ 誤った使い方をしたときに生じる損害や危害の程度を区分しています。

キーボードとデバイスとのペアリング

改造された機器は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。
技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると電波法に抵触しますので、絶対に使用されないように
お願いいたします。
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電池残量

ホーム（Android/iOS）

・ 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設備として､認証を受けています。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。ただし､以下を行うと法律により罰せられることがあります。
- 本製品を分解､改造すること
- 本製品に貼られている認証ラベルをはがすこと

強い衝撃を与えたり改造､分解は行わないでください｡破裂や液漏れなど､けがや火傷
の原因になります。
0℃～40℃で保管してください。60℃以上にはさらさないでください。
端子に金属類が触れないようにしてください｡

禁止

Fn + S
iOS：Fn + X、Cmd + X
Android/Windows：Ctrl + X
iOS：Fn + C、Cmd + C
Android/Windows：Ctrl + C
iOS：Fn + V、Cmd + V
Android/Windows：Ctrl + V
Cmd

濡れた手で触ったり､濡れた乾電池は使用しないでください｡感電や漏電の危険が
あります。
火気に近づけたり､電子レンジに入れないでください｡破裂や液漏れなど､けがや火傷
の原因になります。
(+)､(－)の向きは正しく入れてください｡ショートにより､破裂､液漏れの原因になります。

禁止

指示
禁止

LEDインジケーターは下記の表に従って点灯します。
電池残量を確認するには、Fn +スペースキーを押します。

iOS 8以前：地球のマーク（ ）またはCmd +スペース
iOS 9以降：Ctrl +スペース
Android：Shift +スペース
■

言語選択

指示

禁止

LEDインジケーター

音量を上げる

機器認定について
液漏れした乾電池は素手で触らないでください｡乾電池の液が目に入ったり､体や衣服
に付着すると､失明や皮膚の炎症等けがの原因になることがあります。
乳幼児やペットの手の届かない場所で保管しなてください｡誤飲すると､窒息や胃な
どへの傷害の原因になります｡万一飲み込んでしまった場合は､ただちに医師にご相
談ください。

注意
禁止

3

ホットキー

指示

Windows OSではサポートされていないキーもあります。
1. キーボードを完全に開いて電源をオンにします。
2*. Fn + B（ペアリング）キーを2秒以上押し続けます。
- ペアリングモードになると、青色のLEDインジケーターが1秒間隔で2分間点滅し
ます。
3. [コントロール パネル] > [デバイスとプリンターの追加] > [デバイスを追加する]を選
択します。
4.  [ LG-Rolly Keyboard（LG-Rollyキーボード）]を選択します。 画面に表示される指示に
従って、ペアリングを完了します。
5.  ペアリングが完了したら、LEDインジケーターが3秒間青く光ってから暗くなります。

Fn + Shift + ]
1

禁止

禁止

Fn + ]

www.lg.com

警告

キーボードとWindows® 7または8を実行しているデバイスとのペアリング

*2台のデバイスとペアリングしようとする場合、メインのデバイスとペアリングする前に2
台目のデバイスとペアリングする必要があります。 2台目のデバイスとペアリングする
には、上記の手順2の前に次の指示に従います。 キーボードのFn + D（Shift）キーを押
し、2台目のデバイスをペアリングスタンバイモードにします。 LEDの色が青色から紫色
に変わることを確認します。

電波について

乾電池に関する注意事項

6
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お客様からご提供いただいた個人情報はお問い合わせへの対応､およびその確認連絡に利用さ
せていただきます。
利用目的の範囲内での当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提
供する場合があります。
お客様の個人情報は適切に管理し､当社が必要と判断する期間保存させていただきます。

受付時間(土・日・祝日・年末年始を除く)
月～金曜日：9:00 ～ 18:00

故障についてのご案内
取扱説明書を再確認していただき､それでも異常があるときは電源を切り､LGモバイルお客
様ご相談センターにご連絡下さい。
■ 保証期間中
別途記載の保証適用規定に基き、当社サービスセンターが製品交換させていただきます。
尚、本製品の保証期間はご購入より1年間となります。
■ 保証期間が過ぎている時
本製品の修理対応はございません。
■ 製品交換依頼の際にご連絡いただきたい内容
・ ご住所､お名前､電話番号 ・ 製品名､モデル名､製造番号
・ お買い上げ日､ご購入店名 ・ 故障の状況 (できるだけ具体的に)
■ 購入証明別添について
保証適用規定に基き製品交換をお申し出の場合は、ご購入年月日、販売店名、製品名が記
載された購入証明をご提示下さい。
■ 保証適用規定
以下の場合は保証対象外となります。
・ 購入証明のご提示がない場合
・ 購入証明にご購入日、販売店名、製品名の記載がない場合
または、購入証明の字句を書き換えられた場合
・ 使用による外観損傷
・ 不正な修理や改造
・ 火災、公害、地震、雷、風害、水害、その他の天災による故障、損傷
・ 本商品内部への液体の浸入による故障、損傷、または結露による腐食
・ 落下等による破損
・ その他、通常の使用方法による故障ではないと当社が判断した場合
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Product Overview

3. S
 earch for the keyboard on the primary device you want to pair with, or select
Rolly Keyboard among the searched devices.
- Some devices may require you to enter a PIN. Press and hold the Fn key
while entering the PIN.
4. W
 hen pairing is complete, the LED indicator changes to blue for 3 seconds and
then dims.

Power off

LED indicator

When you power off the product, be sure to close it in the direction of the arrows.
*Failure to follow the instructions in this manual may result in fault or malfunction
and the product may not power off properly.

How to use keys
Key pad

Pair the keyboard with a device running Windows 7 or 8
®

 o enter characters (symbols or numbers) marked with the same color as the
T
Fn key, press the relevant key combination while also pressing the Fn key.
Example 1: A key containing three characters (a letter, a symbol, and a number)

Rolling magnets

Activity

User Guide

Key input

q

Q

Q

Shift + Q

Stand

Fn + Q
Fn + Shift + Q
Example 2: A key containing four characters (symbols)

KBB-700

Activity
Battery cover

Rev 1.0 JPN
All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2015
Note: Please read all information
carefully prior to using the
KBB-700 in order to prevent
product damage and to enjoy the
best performance.

Key input

]

]

}

Shift + ]
Fn + ]
Fn + Shift + ]

www.lg.com

1

Using the Product

-W
 hen using the keyboard for the first time, open the battery cover at the
top centre of the keyboard by pressing your fingernail against the slit on
the battery cover.
-R
 emove the protective film between the AAA battery included in the keyboard and
the positive (+) and negative (-) poles. Insert the battery in the correct direction,
and then close the cover.

Fn + w

Volume down

Fn + s

Rewind

Fn + a

Fast forward

Fn + d

Play / Pause

Fn + Enter

Search

Fn + S

Text cut

Text paste
Start key (Windows)

-O
 pen out the stand by pressing your fingernail against the slits on the top left and
right of the keyboard, and then place your device on the stand.

*If you intend to pair with two devices, you will need to pair with the second device
before you pair with the primary device. To pair with the second device, do the
following instructions before Step 2 listed above. Press the “Fn + D (Shift)” keys
on the keyboard to enter pairing standby mode for the second device. Verify that
the LED color changes from blue to purple.
yy Once the keyboard has been paired with an Android or Windows device, the
pairing process will not need to be repeated to reconnect to previously paired
devices.
yy If you pair a new device when the keyboard has already been paired with two
devices, the last paired device is unpaired.

Only use batteries approved by the manufacturer.
There may be compatibility issues when connected to some products.
LG Electronics does not guarantee compatibility with all peripherals.
yy Functions may vary depending on the device and OS.
yy The stand may not hold a particular device depending on the type and orientation of the
device. The angle may vary depending on the device.
yy Do not use the product in a damp place such as a laundry room or bathroom. This may
result in malfunction or electric shock.
yy Use the product at a temperature between 0°C and 40°C. If you use or keep the product at too
high or too low of a temperature, this may result in product damage, a malfunction, or an explosion.
yy Always use the product in a clean, dust-free environment.
Otherwise this may cause a malfunction.
yy Set up the product on a stable base with no risk of falling.
Otherwise this may result in damage to the product or personal injury.
yy Do not place heavy objects on the product.
Failure to follow this precaution may result in malfunction. Such objects may fall and cause
personal injury or damage to the product.
yy Spilling water, coffee, juice, or any other liquid on the keyboard may result in damage to
the product or malfunction.
yy Do not place glasses or containers containing chemicals or water on or near the
product.
Getting water inside the product may cause a fire.
yy Do not place a lit candle, cigarette, etc. on the product.
This may result in a fire.
yy The underside of the product may become hot while in use. Avoid touching it or using
the product on your lap.
yy Keep the product away from heating appliances.
Being too close to a heat source may cause the product to deform or to be set on fire.
yy Do not leave the product unattended in a vehicle.
This may result in explosion of the battery or fire due to high temperature.
yy When not using the product for a long period of time; turn the power off to prevent
unnecessary use of the battery power.
yy Do not disassemble or modify the product.
Doing so can void the warranty, even within the warranty period.
yy Be careful when touching a part or device.
Incorrect handling may result in damage to the product.
yy When removing a part or device from the product, be careful not to drop it.
The dropped part or device may cause personal injury or damage to the product.
yy The magnets and small parts of the product are a swallowing hazard for children.
yy If you have a medical device implanted, consult your doctor before using the product.

yy
yy

iOS: Fn + X, Cmd + X
Android/Windows: Ctrl + X
iOS: Fn + C, Cmd + C
Android/Windows: Ctrl + C
iOS: Fn + V, Cmd + V
Android/Windows: Ctrl + V
Cmd

Home (Android/iOS)
Delete

Fn + ■

Battery level is at 15% or above

Blinks blue five times

Battery level is at 5 to 15%

Blinks red five times

yy
yy
yy

Battery
Batteries can overheat, explode, and catch fire.
Follow the instructions below to ensure safe and efficient use of the battery.

This product can be connected and used with up to two Bluetooth® devices.
Set up your Bluetooth device by following the instructions below:

yy
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Action

..WARNING

yy
yy
yy

1. Power on the keyboard by opening it completely.
2*. Press and hold down the “Fn + B (Pair)” keys for at least 2 seconds.
- When in pairing mode, the blue LED indicator blinks at 1-second intervals for
2 minutes.

Status

The fabric used between the key rows may not withstand excessive pulling and twisting
and should be handled with care.
The magnets used in the product may damage magnetic cards or affect the operation of
pacemakers, etc.
When on board an aircraft, always follow the crew’s instructions.
Incorrect use of the product on the airplane may result in aviation accidents.
Keep the product away from direct sunlight.
Direct sunlight may cause deformation of the product or fire due to the increase in temperature.
Do not store the product in a confined space such as a bag for a long period of time, or
repeatedly, with the power on.
This may result in a fire due to the battery overheating.
Do not use the product for purposes other than as a keyboard.
Keep the product away from children.

The LED blinks when the battery level is low. When the battery runs low or is fully
discharged, replace it with a new AAA battery.

Pairing the Keyboard with a Device

Pair the keyboard with an Android™ OS or iOS device

yy
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Battery level

yy
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The LED indicator will light up according to the tables below.
To check the battery level, press the “Fn + Space” keys.

iOS 8 or earlier: Earth mark( ) or Cmd + Space
iOS 9 or later: Ctrl + Space
Android: Shift + Space
■

Language select

Keyboard

5

LED Indicator

Volume up

Text copy

Position a device

Some keys may not be supported by Windows OS.
1. Power on the keyboard by opening it completely.
2*. Press and hold down the “Fn + B (Pair)” keys for at least 2 seconds.
- When in pairing mode, the blue LED indicator blinks at 1-second intervals for
2 minutes.
3. Select Control Panel > Add devices and printers > Add a device.
4. S
 elect “LG-Rolly Keyboard”. Follow the onscreen instructions to complete the
pairing.
5. W
 hen pairing is complete, the LED indicator changes to blue for 3 seconds and
then dims.
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Hot keys

Install the battery

*If you intend to pair with two devices, you will need to pair with the second device
before you pair with the primary device. To pair with the second device, do the
following instructions before Step 2 listed above. Press the “Fn + D (Shift)” keys
on the keyboard to enter pairing standby mode for the second device. Verify that
the LED coulor changes from blue to purple.

Troubleshooting

..CAUTION
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Keep the battery out of reach of pets and children.
When visibly swollen or corroded, the battery may be hazardous.
Please contact the manufacturer or seller.
Keep the battery away from heat sources. (Never place in a microwave oven.)
Do not keep the product in a confined space for a long time with the power on.
Ensure the battery connectors do not come into contact with metal objects such as
necklaces, coins, keys, and watches.
Never disassemble, modify, compress, or pierce the battery. If the battery has been
severely impacted, discard and replace it immediately.
Do not drop the battery from a height or subject it to impact or shock.
Store the battery at room temperature (0ºC to 40ºC) and never expose it to temperatures
of 60ºC or above.
Do not touch the battery with wet hands or allow it to come into contact with moisture.
There is a risk of explosion if the battery is not replaced correctly. Dispose of used
battery according to the manufacturer’s instructions.
For safety purposes, be sure to read the user guide before using the product.
Always store the battery in a protective battery case to prevent external shock.
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If the keyboard does not operate following installation or is not recognized.
yy Make sure the batteries are not too weak.
yy To determine whether the keyboard or the paired device is causing the problem, test the
keyboard by pairing it with another device if possible; or test another keyboard with your
currently paired device.

Standard

Bluetooth 3.0

Frequency range

2402 ~ 2480 MHz

Operating temperature

0°C to 40°C

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
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