
 

 
 

ビープラス・テクノロジーは 2009 年 

3 月以来、高品質のコンピュータ接続

製品の製造業者として広範囲のアップ

グレード用製品を提供してきました。 

弊社製品はデスクトップ・ノートブッ

ク PC を問わず外部周辺機器との橋渡

し役としてご好評いただいています。 

連絡先:台北市内湖区洲子街88号9階-1 

（台湾/中華民国・台湾省） 

電話: +886-2-7736-0128 

Fax: +886-2-7736-0126 

eメール(日本語):sales@bplus.com.tw 

ホームページ: http://www.bplus.com.tw/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MR11 (MiniCard用外付アダプタ ver1.0 ) 
MR11-EC2C 
MR11-PM3N 

MR11-HP1A 

システム要求:  

 PCI Express接続およびUSB接続のMiniCard 

 いずれかのPC 

 ExpressCardスロットもしくはMiniCardスロットを有

したノートPC 

 PCI ExpressスロットおよびUSBインターフェースを

有したデスクトップPC 

 対応OS: Windows 7, XP, Vista 

MR11 は MiniCard 用の外付アダプタです。 

オプションのアダプタと共に利用することでノート PC の

ExpressCard スロットや MiniCard スロット、デスクトップ PC

のPCI Expressスロットのいずれかから専用ケーブルを経由し

て MiniCard を PC システムの外部で利用することが可能です。 

 MR11-EC2C 

ノート PC の ExpressCard スロット用 

 MR11-PM3N 

ノート PC の MiniCard スロット用 

 MR11-HP1A 

デスクトップ PC の PCI Express スロット用 

* x1, x4, x8, x16 すべてのスロットで利用可能 

特長一覧:  
 

MR11 

オプション: EC2C オプション: PM3N 

MR11- EC2C 

MR11-PM3N 

オプション: HP1A 

MR11- HP1A 
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接続例:  

同梱品一覧: 

 EC2C  

(ExpressCard – 専用 PCIe ケー

ブルコネクタ変換アダプタ) x1 

MR11 (MiniCard 用外付アダプタ ver1.0

本体) x1 

* IPX to RP-SMA ケーブル x2 同梱 

*PCB Pad x1 同梱 

オプション: PCIEMM-100A  

(専用 PCIe オス－オスケーブル 100cm) x1 

オプション品一覧: 

 PM3N 

(MiniCard – 専用 PCIe ケーブル

コネクタ変換アダプタ) x1 

 専用ネジ x2 

 HP1A 

(PCI Express x1 – 専用 PCIe ケーブルコ

ネクタ変換アダプタ) x1 

 Y02-WH-015 (ヘッダー 5 ピン–ヘッダー

5 ピン USB ケーブル) x1 

 ロープロファイル PCIe ブラケット x1 

PCIEMM-060A  

(専用 PCIe オス－オスケーブル 

60cm) x1 

IPX to RP-SMA ケーブル x2 

専用ネジ x2 
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組み合わせ例一覧:  

MR11-EC2C-0918 
ANT0918Q2P1  2 本付 

(900/1800MHz 2dBi 小型アンテナ) 

MR11-EC2C-2400 
ANT2400Q2P3  2 本付 

(2.4GHz 2.15dBi ラバーダックアンテナ) 

MR11-EC2C-2458 
ANT2458Q5P  2 本付 

(2.4/5.8GHz ラバーダックアンテナ) 

MR11-EC2C-5800 
ANT5800Q5P  2 本付 

(5.8GHz 5dBi ラバーダックアンテナ) 

MR11-PM3N-0918 
ANT0918Q2P1  2 本付 

(900/1800MHz 2dBi 小型アンテナ) 

MR11-PM3N-2458 
ANT2458Q5P  2 本付 

(2.4/5.8GHz ラバーダックアンテナ) 

 

MR11-PM3N-5800 
ANT5800Q5P  2 本付 

(5.8GHz 5dBi ラバーダックアンテナ) 

MR11-HP1A-0918 
ANT0918Q2P1  2 本付 

(900/1800MHz 2dBi 小型アンテナ) 

MR11-HP1A-2400 
ANT2400Q2P3  2 本付 

(2.4GHz 2.15dBi ラバーダックアンテナ) 

 

MR11-HP1A-2458 
ANT2458Q5P  2 本付 

(2.4/5.8GHz ラバーダックアンテナ) 

MR11-HP1A-5800 
ANT5800Q5P  2 本付 

(5.8GHz 5dBi ラバーダックアンテナ) 

 

MR11-PM3N-2400 
ANT2400Q2P3  2 本付 

(2.4GHz 2.15dBi ラバーダックアンテナ) 
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