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:: ストライクM ワイヤレスキーボード ::

Compatible with :: Compatible avec

Micro-Console™
for :: pour

Android™

FOR POUR FÜR

multiplatform :: multi-plateforme
Android™ 3.0+
Windows ®

Smart Devices
Mac OS X [10.8+]

パッケージ内容
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製品情報（各部の名称）
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キーボード本体
トラベルケース
（ソフト）
Micro USB 充電ケーブル
タブレット スタンド

メディアボタン

電源スイッチ
（スライド式）

バッテリーLED

左クリックボタン

OFNセンサー

Caps Lock

デバイス接続LED

左クリックボタン

右クリックボタン

Android「最近使ったアプリ」
ボタン（FN)

Android「戻る」ボタン (FN)

Windows Startボタン(Fn)

バックライト輝度調節
トグルボタン

接続デバイス切替ボタン

Bluetoothボタン

Mac OS X コマンドボタン

ホームボタン

Fnキー

スクロールバレル
（ホイール）

右クリック

充電方法

ペアリング方法
電源のオンオフ

1

3

デバイススロットのLEDがブルーで点滅
している事を確認します。

接続するデバイスのBluetooth設定画面で、
S.T.R.I.K.E.Mが表示されたら、その部分を
タップします。

*充電方法の一例です。
ACアダプターは付属しません。
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*Not included / non inclus

My Laptop
Mad Catz S.T.R.I.K.E.M

4
4
2

電源スイッチを左にスライドすることで、
オンになります。

付属のUSBケーブルをキーボードと、パソコン
（別売）
またはUSBアダプター（別売）などに
接続し、
ステータスLEDが緑色になるまで充電を行ってください。
フル充電には初回の場合約4時間ほどかかります。

2台目以降のBluetoothデバイスをキーボードに接続するには、
デバイスサイクル（トグル）ボタンを押し、接続スロットの1-4で、
接続が設定されていないスロット番号を選び、ペアリング作業を
行ってください。

デバイススロット 1番のLEDがブルーに点灯すれば、
デバイスとの接続が確立されたことを表します。

接続するデバイス
（スマートフォン、
タブレット、パソコンなど）のBluetooth機能を
オンにし、接続可能なデバイスを検索、
表示させます。

*タブレットは付属しません。

メディアキー

LED インジケーター
新しいデバイスを既に使用されているデバイススロットにペアリングする方法
1

2

Windows、Mac、Android OSでは、音楽や動画の再生操作を
行うことができます。

3

デバイススロットLED
My Laptop
Mad Catz S.T.R.I.K.E.M

デバイスから検知可能な
状態の時には点滅しています。

x

ペアリングが確立している状態では、
LEDが点灯します。

j
k

=

Caps Lock LED
Caps Lock がオンの時には、左の
マークが点灯します。

ｊのデバイススロット
（トグル）ボタンを ペアリングを解除するデバイスのBluetooth設定
押す事で、
スロット番号が切り替わる
画面で、S.T.R.I.K.E.Mとの接続情報を削除（解除）
ので、新しく上書きしたいスロット番号を します。
点灯させます。

キーボード側のBluetoothボタンを5秒間長押しすることで、
選択されているデバイススロットのペア情報は解除されるので、
そのスロットに新しいデバイスの為に「ペアリング方法」の1-4を
行います。

=

バッテリーLED
フル充電時（緑）

充電状態（中）

電池残量残り僅か

ショートカットキー

ファンクション(FN)キー操作

OFNセンサーによるマウス操作

=

t

左クリック
または
タップ

オレンジ色のアイコンの機能操作は、Fnキーとの同時押しで、実行されます。

+
左クリックボタン

右クリックボタン

バックライト輝度調節トグルボタン

マウススクロール（ジェスチャー）

ホイールクリック

コマンドキー
（Mac OS用）

Windows キー

バック
（戻る）ボタン

=

ドラッグ＆ドロップ

最近使ったアプリ

ペアリングデバイス スロット番号（1-4）
トグルボタン

OFNセンサーによるマウス操作は、
ブラウザやタッチベースのゲームに適しています。

Bluetoothボタン
（ペアリング時に長押しで使用します）
スマートデバイス用ホームボタン

ヒント
キーボードを工場出荷時状態の設定にリセットする方法

ペアリングモード（Bluetooth 接続待受状態）にする方法

キーボードの電源をオンにして、
キーボードの右側にあるPlay/Pause
（再生/一時停止）
ボタンとNext
（次へ）
ボタンを同時に5秒間
長押しすることで、
工場出荷状態の設定にリセットすることができます。

ストライクMキーボードには、最大4台までのBluetooth機器と接続するため、4つのスロット
（接続枠）
があります。
どの機器にも割り当て
られていない場合、電源をオンにした時に自動的にペアリング待受状態になります。
もし、
スロットが全て割り当て済みである場合、
上書き
（従来の接続情報を消去）
しても良いスロットを選択し、Bluetoothボタンを5秒間長押しします。
この操作により、
そのスロットに、
新しいデバイスをペアリングすることが可能になります。

WindowsキーまたはCMD「コマンド」キーが動作しない場合

画面スクロールを行う方法

Fnキーを押しながらWindowsキーまたはCMDキーを押し、
同時に離すことで、
WindowsキーまたはCMDキーのロック/ロック解除が行えます。

Fnキーを押しながらOFNセンサーの上で指をスワイプすることで、画面スクロールを行うことができます。

マッドキャッツ カスタマーサポート Webページ
サポートWebページには、FAQ（よくあるご質問）
や取扱説明書、
故障や質問などの連絡フォームがございます。
下記のURLをブラウザに入力するか、QRコードからでもアクセスできます。
www.madcatz.co.jp/support/
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