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tiếng việt

1 Kết nối đến Máy tính

Lưu ý: Đối với một số model, chúng tôi cung cấp khung nhỏ. Bạn có thể 
thay thế khung có kích thước chuẩn bằng khung nhỏ nếu cần.

 

Lưu ý: Nếu bộ chuyển đổi có đế, vui lòng lắp ăng ten vào đế và kết nối đế 
đến bộ chuyển đổi (khuyến nghị).    

.

2 Cài đặt Driver
Autorun.exe.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tải driver từ trang Hỗ trợ sản phẩm tại 
www.tp-link.com.

B. 

Lưu ý: Nếu bạn không thể cài đặt driver thành công, vui lòng vô hiệu hóa 
phần mềm diệt virus và tường lửa, sau đó thử lại.

3 Kết nối mạng Wi-Fi
A. 
B. 

  

Để được hướng dẫn chi tiết, xin vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng từ 
trang web Hỗ trợ tại www.tp-link.com.
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Bahasa Indonesia

1 Sambungkan ke Komputer
A. Cabut kabel daya dan lepaskan kotak panel.
B. Temukan slot PCI(-E) yang tersedia dan hati-hati

dalam memasukan adapter.

 

C. Hubungkan antena ke adapter secara langsung.
Catatan : Jika adapter memiliki pangkalan, install antena pada pangkalan        
dan pasangkan pangkalan ke adapter (rekomendasi).    

D. Ganti kotak panel, colokan kabel daya dan nyalakan 
komputer Anda.

2 Memasang Driver
A. Masukan CD dan jalankan Autorun.exe.

Catatan : Anda juga dapat mengunduh driver produk ini  dari halaman
support page di www.tp-link.com.

B. Pilih adapter Anda dan ikuti instruksi untuk 
menyelesaikan instalasi.
Catatan : Jika anda tidak bisa memasang driver, non aktifkan software 

3 Bergabung dengan Wireless Network
A. Pilih ikon jaringan (       atau       ) pada taskbar.
B. Pilih jaringan Wi-Fi Anda, pilih Connect, dan  masukan 

kata sandi jika diminta.
  

Untuk instruksi yang lebih lengkap, silahkan mengacu kepada panduan 
pengguna dari product's support page di www.tp-link.com.
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日本語
1 コンピューターに接続をします
A. 電源ケーブルを抜き、ケースパネルを取り外します。
B. PCI(-E )スロットにゆっくりと子機を取り付けてください。
注：一部のモデルにはロープロファイル用ブラケットが付属しております。

 

C. アンテナを無線 LAN子機に直接取り付けます。
注 :無線 LAN子機にベースが付属している場合は、アンテナをベースに
取り付け、ベースを無線 LAN子機と接続することを推奨します。  

D. ケースパネルを取り付け、電源ケーブルを挿しコンピューター
の電源をオンにします。

2 ドライバーのインストール
A. CDを入れて、Autorun.exeを実行します。
注 :ドライバーは TP-Linkホームページのサポートページ
(www.tp-link.com)からもダウンロードが可能です。

B. ご利用の無線 LAN子機 を選択し、手順に従いインストール   
を行ってください。
注：ドライバーのインストールがうまくいかない場合は、アンチウイル
スソフトやファイアウォールを無効にしてから再度お試しください。

3 ワイヤレスネットワークへ接続
A. タスクバーのネットワークアイコン (        または        )を
クリックします。

B. 接続するWi-Fiネットワークを選択して、[接続 ] をクリック
します。パスワードが求められた場合はそれを入力してください。

詳しい手順に関しては www.tp-link.comへアクセスをして、製品のサポート
ページからユーザーマニュアルをご覧ください。
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1 컴퓨터에 연결하세요

A. 전원을 뽑고 케이스 판넬을 제거하세요 .

B. 사용가능한 PCI(-E) 슬롯에 맞춰서 랜카드를 조심히 장착하세요 .

 

C. 안테나를 랜카드에 직접 연결하세요 .

D. 케이스 판넬을 다시 덮어주고 전원을 연결하여 컴퓨터를 가동하세요 .

2 드라이버 설치

A. CD 를 삽입하고 Autorun.exe 를 실행하세요 .

B. 설치하려는 장비를 선택하고 지침에 따라 설치를 완료하세요 .

3 무선 네트워크 연결

A. 작업표시줄의 네트워크 아이콘 (      혹은     ) 을 클릭하세요 .

B. Wi-Fi 네트워크를 선택하고 연결을 클릭한 후 , 비밀번호를 입력하라

고 나오는 경우엔 암호를 입력하세요 .

  

자동으로 연결 연결√
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繁體中文
1 連接至電腦
A. 拔掉電腦的電源線並且拆下外殼面板。
B. 對準可用的 PCI(-E) 插槽並且小心地插入網路卡。

註 : 部分型號有提供短擋板。如果有需求，可以將標準擋板替換為短擋板。

 

C. 將天線直接連接至網路卡。
註 : 如果網路卡擁有基座，我們建議您先將天線安裝在基座上， 
接著再將基座連接至網路卡。

D. 將外殼面板裝回原位、插入電源線並開啟您的電腦。

2 安裝驅動程式
A. 插入光碟並執行「Autorun.exe」程式。

註 : 您也可以從 www.tp-link.com 上的產品支援頁面下載驅動程式。

B. 選擇您的網路卡並依照指示完成安裝。   
註 : 如果您無法成功安裝驅動程式，請停用防毒軟體、防火牆，然後再試一次。

3 加入無線網路
A. 點選任務欄位上的網路圖示（       或       ）。
B. 選擇您的 Wi-Fi 網路，點選連線，然後在出現提示時輸入密碼。

  

有關詳細說明，請參閱 www.tp-link.com 產品支援頁面上的使用手冊。

自動連線 連線√
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繁體中文

NCC Notice
注意！ 依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公
司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原
設計之特性或功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合
法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干
擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無
線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及
醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全諮詢及注意事項
•  請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型

使用本產品。

•  清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清
潔劑或濕布進行清潔。

• 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。

•  插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止
過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。

•  請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，
否則不可放在密閉位置中。

•  請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授
權的專業人士進行此項工作。

限用物質含有情況標示聲明書

產品元件名稱

PCB

鉛
Pb

鎘
Cd

汞
Hg

六價鉻
CrVI

多溴聯苯
PBB

多溴二苯醚
PBDE

外殼

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含

量超出百分比含量基準值。

備考2. "   "系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. " − " 系指該項限用物質為排除項目。

限用物質及其化學符號


