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Insert the two AA alkaline batteries into each device.  For important safety 
information, see the Product Guide.
各デバイスに 2 本の単 3 アルカリ乾電池を取り付けます。  安全に関する重要な
情報については、製品ガイドを参照してください。
在每个设备中装入两节 AA （5 号）碱性电池。  有关重要安全信息，请参阅

《产品指南》。

AA 알카라인 배터리 2개를 각 장치에 넣습니다.  중요한 안전 정보는 제품 
가이드를 참조하십시오.
在每個裝置上裝入兩顆 AA 鹼性電池。  如需重要安全資訊，請參閱《產品指南》。

ใส่แบตเตอร่ีอัลคาไลน์ขนาด AA 2 ก้อนลงในอุปกรณ์แต่ละตัว  สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยท่ี
สำคัญ ให้ดูท่ีคู่มือผลิตภัณฑ์

Install the software.
ソフトウェアをインストールします。
安装软件。

소프트웨어를 설치합니다.
安裝軟體。

ติดต้ังซอฟต์แวร์

Connect the receiver to a USB port on your computer.
レシーバをコンピュータの USB ポートに接続します。
将接收器连接到计算机上的 USB 端口。

수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
將接收器連接到電腦的 USB 連接埠中。

เช่ือมต่ออตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

Position the receiver so it is no further than 1.8 m, or 6 feet, from the keyboard 
and mouse.
レシーバは、キーボードおよびマウスから 1.8 m 以内の場所に設置してください。
调整接收器的位置，使其与键盘和鼠标的距离不超过 1.8 米（约 6 英尺）。

수신기를 키보드와 마우스로부터 1.8m 이내의 위치에 둡니다. (한국에서 판매되는 
일부 무선 키보드는 1.2m 이내의 위치에 두어야 합니다.)
將接受器放置於距離鍵盤與滑鼠 1.8 公尺 (6 呎) 以內的地方。

จัดวางตำแหน่งตัวรับสัญญาณให้มีระยะห่างจากแป้นพิมพ์และเมาส์ไม่เกิน 1.8 ม. หรือ 6 ฟุต
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MS Color Bar  v.5   030801

 ENG: Microsoft® wireless desktop with shared receiver
 JPN:  Microsoft® ワイヤレス デスクトップ (共有レシーバ付属)
 SCH: Microsoft® 无线桌面套装（附共用接收器）

 KOR: Microsoft® 무선 데스크톱 및 공유 수신기
 TCH: Microsoft® 無線桌上組合（附共用接收器）
 THA: Microsoft® Wireless Desktop พร้อมตัวรับสัญญาณท่ีใช้ร่วมกัน

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.

如需最新資訊與更新，請造訪 www.microsoft.com/hardware。 
 如需重要的安全與環境資訊，請參閱《產品指南》。

สำหรับข้อมูลและการปรับปรุงล่าสุด ให้ไปที  ่www.microsoft.com/hardware 

 สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมท่ีสำคัญ ให้ดูท่ีคู่มือผลิตภัณฑ์
To view Help: Click Start > All Programs > Microsoft Keyboard > Keyboard Help -or- 
Microsoft Mouse > Mouse Help
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 キー
ボード]、[キーボードのヘルプ]、または [Microsoft マウス]、[マウスのヘルプ] の順にクリ
ックします。
查看帮助：依次单击“开始”>“所有程序”>“Microsoft 键盘”>“键盘帮助”- 或 - 
“Microsoft 鼠标”>“鼠标帮助”

도움말을 보려면 시작 > 모든 프로그램 > Microsoft 키보드 > 키보드 도움말 또는
Microsoft 마우스 > 마우스 도움말을 선택합니다.
檢視說明：依序按一下 [開始] > [所有程式] > [Microsoft 鍵盤] > [鍵盤說明] - 或 - 
[Microsoft 滑鼠] > [滑鼠說明]

หากต้องการดูวิธีใช้: คลิก เร่ิม > โปรแกรมท้ังหมด > Microsoft Keyboard > Keyboard Help หรือ 
Microsoft Mouse > Mouse Help

Troubleshooting: To reconnect, press the button on the receiver, and then the button 
on the bottom of the device.
トラブルシューティング: 再接続するには、レシーバのボタンを押してから、デバイス底部
のボタンを押します。
疑难解答：若要重新连接，请按接收器上的按钮，然后按设备底部的按钮。

문제 해결: 다시 연결하려면 수신기의 단추를 누른 다음 장치 뒷면의 단추를 누릅니다.
疑難排解：若要重新連接，請按接收器上的按鈕，然後按裝置底部的按鈕。

การแก้ไขปัญหา: หากต้องการเช่ือมต่ออีกคร้ัง ให้กดปุ่มบนตัวรับสัญญาณ และกดปุ่มท่ีด้านล่างของอุปกรณ์

スタート - 开始 - 시작 - 快速指南 - เร่ิมต้นใช้งาน 
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