
このたびは、弊社の FMV Mobile Keyboard（以降、本製品）をお買い上げ

いただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますよ

うお願いいたします。

梱包物を確認してください
ご使用いただく前に次の物が梱包されていることをお確かめください。万

一不備な点がございましたら、おそれいりますが、ご購入元にご連絡くだ

さい。

マニュアルについて
本製品の各部名称、接続、お使いになるまでの設定については、『取扱説明

書』をご覧ください。

本製品の注意事項や詳細な使い方、仕様などについては、インターネット

の マ ニ ュ ア ル『補 足 情 報』（https://azby.fmworld.net/support/manual/

keyboard/）に記載しています。

また、本製品を接続するパソコン／タブレットのマニュアルもあわせてご

覧ください。

お使いになる前に

マニュアルの表記

本文中の記号について
本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

操作手順について
●Windowsは、機能の追加や改善、セキュリティの向上を目的とし、インター

ネットを通じて自動で更新されます。そのため、このマニュアルをご覧になる

時期により、操作手順や画面に表示される内容などが変わる場合があります。

●このマニュアルでは、連続する操作手順を「→」でつなげて記述しています。

なお、アプリの状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

製品の呼び方
このマニュアルでは、製品名称を次のように略して表記します。

警告表示について
このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に
正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害
を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のように
なっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時
に次の記号を使っています。

商標および著作権
Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, LLC が所有する登録商
標であり、富士通クライアントコンピューティング株式会社はこれらのマークを
ライセンスに基づいて使用しています。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
Copyright FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED 2022

□ FMV Mobile Keyboard □ USBケーブル（Type-C to Type-A）

□取扱説明書（保証書付き）（本紙） □ USBケーブル（Type-C to Type-C）

保証書について
・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などに
は、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。

・本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終
了後 6年間です。

安全にお使いいただくために
このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されていま
す。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」
（→ P.2）をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。また、このマニュアル
は、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

有寿命部品について
・本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化
などが進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいた
だくためには、一定の期間で交換が必要となります。

・有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、1 日約 8 時間、
1ヶ月に 25日のご使用で約 5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故
障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用など、ご使用状態によっ
ては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。

・本製品は部品単位の修理交換は行っておりません。本製品単位での交換となります。なお、有寿
命部品の摩耗や劣化により本製品を交換する場合は保証期間内であっても有料となります。

・本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。また、一
定時間お使いにならない場合は電源をお切りください。

・ 1日 8時間以上の連続運転などで早期に部品寿命を迎えた場合、修理に応じられない場合があり
ます。

＜主な有寿命部品一覧＞
　キーボード

消耗品について
バッテリは消耗品です。長期間使用すると充電力が低下し、バッテリ駆動時間が短くなります。バッ
テリの駆動時間が極端に短くなったり、満充電にならなくなったりしたらバッテリの寿命です。弊
社お問い合わせ窓口またはご購入元にご連絡ください。

24時間以上の連続使用について
本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

本製品のハイセイフティ用途での使用について
本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したもので
あり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。
お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用
しないでください。
ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が
確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。
・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおけ
る運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

取扱説明書
FMV Mobile Keyboard B6FY-5721-01 Z0

Bluetooth ワイヤレステクノロジーについて

・上記表示の 2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域
を回避不可です。変調方式として FHSS変調方式を採用しており、与干渉距離は 10mです。

・本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン
などで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線
局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用さ
れていないことを確認してください。

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、
速やかに電波の発射を停止したうえ、下記の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処
置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。

3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場
合など何かお困りのことが起きたときは、ご購入元にお問い合わせください。

・本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいた
だけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

・パソコン／タブレット本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径 10m 以
内（出力 Class2 の最大値）です。ただし、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用
になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況などの使用環境により通
信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご
了承ください。

記号 意味

重 要 お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述し
ています。必ずお読みください。

POINT
操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読み
ください。

→ 参照ページを示しています。

製品名称 マニュアルの表記

FMV Mobile Keyboard 本製品

Bluetooth® Bluetooth

警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する
可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負
う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを
示しています。

△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるも
のです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。

で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告
げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されて
います。

●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるもの
です。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

https://azby.fmworld.net/support/manual/keyboard/
https://azby.fmworld.net/support/manual/keyboard/


安全上のご注意

各部の名称と働き

1 残量ランプ

バッテリの残量の状態を表示します。電源スイッチを ONにしたときに、

点灯または点滅します。

・USBケーブルを接続していない場合

・USBケーブルを接続している場合

2 USB Type-Cコネクタ

添付のUSBケーブルをパソコン／タブレットと接続してキー入力する場

合や、本製品の内蔵バッテリを充電する場合に使用します。

3 電源スイッチ

電源スイッチをONにするとBluetooth通信によるキー入力が可能になり、

電源スイッチをOFFにするとUSB接続によるキー入力が可能になります。

4 ペアリングランプ 1、2、3

・無線の状態を表示します。

・ を押しながら を押したときの入力モードの切り替え状態を

表示します。

5 ペアリング先切り替えボタン

ボタンを押すと、ペアリングランプが点灯または点滅します。1回押すご

とに、ペアリング先が 1→ 2→ 3→ 1のように 1つ隣に切り替わります。

1つ隣に切り替えたいときは 1回押してください。

6 Caps Lockランプ

アルファベットの大文字入力モードに変更したときや大文字入力モード

でキー入力しているときに点灯します。

7 フラットポイント

マウスポインターを操作します。

8 クリックボタン

左ボタンと右ボタンがあります。クリック、右クリックするときに押し

ます。

9 キーボード

お使いになるうえでの注意
本製品を使うときの注意事項について説明します。

●次のような環境では、周囲からの電波を受けて、キーボードがうまく動作し

ないことがあります。通信の妨げとなる原因を取り除いてください。

・パソコン／タブレット本体とキーボードとの距離が離れすぎている場合

・パソコン／タブレット本体とキーボードとの間に、電気、電子機器や金属製

の物を置いている場合

・パソコン／タブレット本体をスチール机やスチール棚のような金属製の台

の上に載せている場合

・周囲でノイズ源となる電気、電子機器（無線機器を含む）を使用している場合

・パソコン／タブレット本体の周辺に金属製の物（スチール製の机、金属部分

がある机）がある場合

・周囲にパソコン／タブレット本体と同じ周波数の電波を使用している機器

がある場合（パソコン／タブレットを複数台でお使いの場合や、周囲で無線

操縦機や無線機をお使いの場合、または無線局の近隣でお使いの場合など）

・パソコン／タブレット本体を電子レンジの近くに置いている場合

・ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスなどを使用したパソコン／タブ

レットを近くで使用している場合

●キーボードは、バッテリの消耗を抑えるため、キーを押さない状態が約 30分

続くと、スリープに入ります。スリープから復帰するとき、最初に押したキー

が無効になることがありますが、これは故障ではありません。もう一度、最

初に押したキーを押してください。

●パソコン／タブレット本体の電源が入っていなくても、キーボードが動作し

ているとバッテリが消費されます。また、キーボードの上に物を載せたまま

にしないようにご注意ください。

警告

本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないでください。
発煙、発火、破裂の原因になります。

清掃のとき、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。
故障、火災の原因となります。

振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。
本製品が倒れたり、落下したりして、けがの原因となります。

本製品をお客様ご自身で改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある
場合を除いて分解しないでください。

けが、感電、火災の原因となります。修理や点検などが必要な場合は、ご購入元にご
連絡ください。

梱包に使用している袋類は、お子様の手が届く所に置かないでください。
口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。

本製品を風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置い
たりしないでください。

感電、火災の原因となります。

本製品の上や周りに、花びん、コップなど液体の入った物を置かないでください。
水などの液体が本製品の内部に入って、感電・火災の原因となります。

バッテリが液もれし、もれ出た液が万一、目や口に入ったときは、こすらず水
道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてく

ださい。
失明など傷害の原因となります。液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水でよ
く洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因となります。

発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちにケーブルを抜いて
ください。

異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、異常な現象がな
くなるのを確認して、ご購入元にご連絡ください。

落とすなどして、カバーなどを破損した場合は、電源を切り、ケーブルを抜いてくださ
い。

そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、ご購入元にご連絡くだ
さい。

Bluetoothワイヤレステクノロジーの注意
次の場所では、無線通信機能を停止してください。無線機器からの電波により、

誤動作による事故の原因となります。
・ 病院内や医療用電子機器のある場所特に手術室、集中治療室、CCU（冠状動脈疾患監視病
室）などには持ち込まないでください。

・ 航空機内など無線通信機能の使用を禁止されている場所
・ 自動ドア火災報知機など自動制御機器の近く
・ 身動きが自由にとれない状況など、植え込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）を装
着している方と密着する可能性がある場所

・ 満員電車の中など付近（15cm）に植え込み型医療機器を装着している方がいる可能性があ
る場所

注意
本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしな
いでください。

感電、火災の原因となることがあります。

本製品を直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具
のそば、ホットカーペットの上で使用したり、置いたりしないでください。

感電、火災、破損、故障の原因になります。

本製品の上に重い物を置かないでください。
故障、けがの原因となることがあります。

キーボードのキートップが外れた状態のまま使用しないでください。
内部の突起物でけがをすることがあります。また、故障の原因となります。特
に、小さいお子様が近くにいる場合はご注意ください。

本製品の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。
本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。
本製品はバッテリを使用しております。

一般のゴミといっしょに火中に投じられるとバッテリが破裂するおそれがあります。
バッテリの廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。
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LEDランプ 状態

白色 2秒間点灯 バッテリの残量が充分にあります。

赤色 2秒間点灯 バッテリの残量が少なくなってきています。

常時点滅 バッテリの残量がほとんどありません。

点灯しない バッテリの残量がありません。

LEDランプ 状態

白色 常時点灯 バッテリの残量が充分にあります。

常時点滅 バッテリの残量が減ってきています。

赤色 2秒間点灯 バッテリの残量が少なくなってきています。

常時点滅 バッテリの残量がほとんどありません。

点灯しない バッテリの残量がありません。

LEDランプ 状態

白色 長い間隔で点滅 パソコン／タブレットと接続中

短い間隔で点滅 パソコン／タブレットとのペアリング中

3秒間点灯 パソコン／タブレットとの接続が完了
2



●バッテリの消耗を抑えるために、次のことを行ってください。

・本製品を使用しないときは電源スイッチをOFFにして電源を切ってください。

・必要のないときはバックライトを消灯してください。

明るい環境だとバックライトが付いていることがわかりにくい場合があり

ます。

●満充電の場合、バッテリの連続使用可能時間の目安は、バックライトが消灯

の状態で毎日 8 時間使用し、未使用時は電源スイッチを OFF にして、約 1ヶ

月です。ただし、使用状況によっては、この期間に満たない場合があります。

●本製品のバッテリの性能維持するため、本製品を長期間使用しない場合でも、

2ヶ月に 1度は充電してください。

残量ランプが赤色の場合は充電してから保管してください。

●長時間（目安は 1 年程度）本製品を使用せず放置された後、再度のご使用を

お控えください。劣化進行の度合いによっては、発熱、発煙の原因になる場

合があります。

●USB ケーブルの抜き差しは、無理な力を加えず、コネクタに対してまっすぐ

水平に行ってください。

キーボードの使い方
本製品は Bluetoothワイヤレステクノロジーまたは USBの 2通りの接続方

法でご使用できます。ご使用の状況に合わせて、いずれかの方法でパソコ

ン／タブレットに接続してください。接続方法はいつでも変更することが

できます。

Bluetoothワイヤレステクノロジーで接続する

重 要
�本製品をお使いになる前に、パソコン／タブレット本体とのペアリングが必

要です。

�パソコン／タブレット本体とのペアリングを 1回行った場合、再度、ペアリン

グする必要はありません。

�パソコン／タブレットの初期化を行った場合などで自動的に接続できない場

合は、再度、ペアリングを行ってください。

■ペアリングをする

1 次の操作を行います。

■Windows 11の場合

（1） → （設定）の順にクリックします。

（2）画面左側の「Bluetoothとデバイス」をクリックし、画面右側の「デバイ
スの追加」をクリックします。

■Windows 10の場合

（1） → （設定）→「デバイス」の順にクリックします。

（2）画面左側の「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、画面右側の
「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックします。

「デバイスを追加する」ウィンドウが表示されます。

POINT

�「Bluetooth」が「オフ」の場合は、「オン」にします。

2「Bluetooth」をクリックします。

3 電源スイッチ（→ P.2）を ONにします。

4 ペアリング先切り替えボタンを複数回押し、設定したい番号のペアリ
ングランプを短い間隔で点滅させます。

POINT

�ペアリングランプが短い間隔で点滅しない場合は、ペアリング先切り替え

ボタンを 3秒長押ししてください。点滅しているペアリングランプが、短

い間隔の点滅に切り替わります。

Bluetooth デバイスの一覧に「FMVMobileKB」が表示されます。

5「FMVMobileKB」をクリックします。
数字（コード）が表示されます。

6 本製品で、表示された数字をキー入力し、 を押します。
ペアリングが完了します。

POINT

�再ペアリングする場合は、まず、パソコン／タブレットに登録したデバ

イスを削除してください。

・Windows 11の場合

1. → （設定）→画面左側の「Bluetoothとデバイス」の順にク

リックします。

2.「FMVMobileKB（接続済み）」または「FMVMobileKB（ペアリング

済み）」の右上にある をクリックし、「デバイスの削除」をクリッ

クします。

3.「このデバイスを削除しますか？」というメッセージで、「はい」を

クリックします。

・Windows 10の場合

1. → （設定）→「デバイス」→画面左側の「Bluetoothとその他

のデバイス」の順にクリックします。

2.「FMVMobileKB（接続済み）」または「FMVMobileKB（ペアリング

済み）」をクリックし、「デバイスの削除」をクリックします。

3.「このデバイスを削除しますか？」というメッセージで、「はい」を

クリックします。

その後、手順 1からペアリングを行ってください。

■接続する
ワイヤレス接続されるためパソコン／タブレットから離れて使用することがで
きますが、バッテリを消耗します。周囲の電波状況によっては正常に入力できな
い場合があります。

POINT

�ご使用中に残量ランプが赤く点滅し、バッテリの残量が少なくなった場合や、

その後、ランプが消灯しバッテリが寿命となった場合には USBケーブルで接

続することで、引き続き使用することができます。

1 電源スイッチ（→ P.2）を ONにします。

2 ペアリング先切り替えボタンを複数回押し、接続したい番号のペアリ
ングランプを点灯させます。
ペアリングランプが点灯してパソコン／タブレットとの接続が完了します。

POINT

�バッテリの消耗を抑えるために、本製品を使用しないときは、電源スイッ

チを OFF にしてください。

USBで接続する
バッテリをほとんど消耗せず、周囲の電波状況によらず入力が可能です。パソコ
ン／タブレットと USBケーブルで接続する必要があります。

重 要
�USB 接続によるキー入力を有効にするためには、電源スイッチを「OFF」に

する必要があります。USBケーブルを接続した状態で、電源スイッチを「ON」

にした場合は、Bluetooth通信でキー入力が行われます。

�USBケーブル（Type-C to Type-A）または USBケーブル（Type-C to Type-C）

は、パソコン／タブレット本体のコネクタに合わせて、どちらか一方を使用

してください。

POINT

�USBケーブルの接続時は、電源スイッチの位置にかかわらず、USBケーブル

経由で電源が供給されます。

1 電源スイッチ（→ P.2）を OFFにします。

2 添付のUSBケーブルを、パソコン／タブレットのUSBコネクタと本製
品の USB Type-Cコネクタに接続します。
USB ケーブルは、無理な力を加えずにコネクタにまっすぐ水平に差してく

ださい。

1

2

2

ご注意
USBケーブルを接続した場合は、次の点に注意してください。
●USBケーブルを接続したまま持ち運んだり、ケースなどに格納したりしな

いでください。

●USBケーブルを接続したときは、コネクタ部分に負荷をかけないでください。

無理に力を加えない
3



お問い合わせ先 ●おかけ間違いのないよう、ご注意ください。

●各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってくださ

い。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。

●システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させてい

ただく場合があります。

リサイクル／廃棄について
本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、お客様ご自

身で分解はせず、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従っ

てください。

なお、地方自治体において、「小型家電リサイクル」が実施されている場合

があります。本製品、USB ケーブルにつきましては、「小型家電リサイク

ル」での回収にご協力をお願いいたします。

●小型家電リサイクル回収ポータルサイト

http://kogatakaden.env.go.jp/

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他
の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

●無断転載を禁じます。

こんなときには こちらへ

故障かなと思わ

れたとき

故障や修理に関する受付窓口

通話料無料 0120-926-220

受付時間 9：00～19：00（システムメンテナンス日を除く）

携帯電話、IP電話などからのご利用（通話料お客様負担）

045-514-2260

受付時間 9：00～17：00（システムメンテナンス日を除く）

技術的なご質

問、ご相談

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口

通話料無料 0120-950-222

受付時間 9：00～17：00（システムメンテナンス日を除く）

受け付け後に専門技術員からのコールバックと

なります。

FMVチャットサポート

URL https://azby.fmworld.net/support/contact/chat/

受付時間 自動応答受付時間：24時間

オペレーター受付時間：9時～18時

（システムメンテナンス日、当社指定の休日など

を除く）

FMV Mobile Keyboard取扱説明書
B6FY-5721-01 Z0-00

発 行 日　2022年 6月
発行責任　富士通クライアントコンピューティング株式会社

〒 212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2新川崎三井ビルディング
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