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Remove the battery cover and insert the AA alkaline battery.  For safety information, 
see the Product Guide.
電池カバーを取り外し、単 3 アルカリ乾電池を取り付けます。  安全に関する
情報については、製品ガイドを参照してください。
卸下电池盖，然后装入 AA （5 号）碱性电池。 有关安全信息，请参阅《产品指南》。

배터리 덮개를 열고 AA 알카라인 배터리를 넣습니다.  안전 정보는 제품 가이드를 
참조하십시오.
取下電池蓋並裝入 AA 鹼性電池。  如需安全資訊，請參閱《產品指南》。

Insert the transceiver into a USB port on your computer. Setup is complete. 
トランシーバーをコンピューターの USB ポートに差し込みます。セットアップは
これで完了です。
将收发器插入计算机的 USB 端口。安装设置过程完成。 

송수신 장치를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 설치가 완료되었습니다. 
將無線接收器連接至電腦的 USB 連接埠中。至此便完成安裝。

Install the software (required for full functionality).
ソフトウェアをインストールします (機能を最大限に利用するにはインストールする必
要があります)。
安装软件（您必须安装软件，才能使用鼠标的全部功能）。

소프트웨어를 설치합니다(모든 기능을 사용하기 위해 권장).
安裝軟體 ( 需安裝方能獲得完整功能 )。

Make sure the mouse is turned on. When on the move, turn the mouse off to extend 
battery life.
マウスの電源が入っていることを確認します。移動時には、マウスの電源をオフにし、
電池の消耗を防いでください。
请确保鼠标电源已打开。出行时，请关闭鼠标电源以延长电池寿命。

마우스의 전원이 켜졌는지 확인합니다. 휴대 시 전원을 끄면 배터리 수명이 오래갑니다. 
確定滑鼠電源已開啟。不使用滑鼠時，請關閉滑鼠電源，以延長電池壽命。
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For the latest information and updates, go to www.microsoft.com/hardware.
 For important safety and environmental information, see the Product Guide.

製品およびソフトウェアの最新情報については、Microsoft の Web サイト 
(www.microsoft.com/hardware) をご覧ください。

 安全な取り扱いおよび環境に関する情報については、製品ガイドを参照して
ください。
有关最新信息和更新，请访问：www.microsoft.com/hardware。

 有关重要的安全和环保信息，请参阅《产品指南》。

최신 정보 및 업데이트를 확인하려면 www.microsoft.com/hardware를 
방문하십시오.

 중요한 안전 및 환경 정보는 제품 가이드를 참조하십시오.

若要取得最新的產品資訊與軟體更新，請瀏覽 www.microsoft.com/taiwan/hardware。

 如需重要的安全與環境資訊，請參閱《產品指南》。
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To view Help on the PC: Start > All Programs > Microsoft Mouse > Mouse Help
For Help on the Mac: Apple > System Preferences > Microsoft Mouse > Help button
PC でヘルプを参照するには: [スタート] メニューから [すべてのプログラム]、
[Microsoft マウス]、[マウスのヘルプ] の順にクリックします。
Macintosh でヘルプを参照するには: アップル メニュー、[システム環境設定]、
[Microsoft マウス]、ヘルプ ボタンの順にクリックします。
若要在 PC 上查看帮助，请依次单击 ：“开始”>“所有程序”>“Microsoft 鼠标”>“鼠标帮助”
若要在 Mac 系统中查看帮助，请依次单击 ：“Apple”>“System Preferences”>

“Microsoft Mouse”>“Help”按钮

PC에서 도움말을 보려면: 시작 > 모든 프로그램 > Microsoft 마우스 > 마우스 도움말을 
클릭합니다.
Mac에서 도움말을 보려면: Apple > 시스템 환경설정 > Microsoft Mouse > Help 단추를 
클릭합니다.
要檢視 PC 的 [說明]，請依序選擇：[開始] > [所有程式] > [Microsoft 滑鼠] > [滑鼠說明]
如需 Mac 的 [說明]，請依序選擇：[Apple] 圖示 > [系統偏好設定] > [Microsoft Mouse] > 
[說明] 圖示

If you store the transceiver in your mouse, press the button to release it.
トランシーバーがマウスに収納されている場合は、ボタンを押して取り出してください。
若您将收发器嵌入鼠标底部，请按此按钮将其取出。

송수신 장치를 마우스 안에 보관한 경우 단추를 눌러서 빼냅니다.
如果您將無線接收器收納於滑鼠內部，按一下旁邊的按鈕便可將無線接收器取出。
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