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ご注意
  ちゅう　い

保護者の方へ　必ずお読みください
ほ     ご   しゃ　       かた　　　　　かなら　　　　     よ

●本品を傷つけたり、加工しないでください。本品を自動車から取りはずすときは、プラグを持ってまっすぐ抜いてください。
●絶対に分解や改造をしないでください。
●電源は自動車のシガレットライターソケットから直接取ってください。二又ソケットなどを利用したタコ足配線から電源を
   取ると配線が加熱し、火災や感電の原因となります。
●火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。
●プラグは奥まで確実に挿入してください。
●布などでおおったまま使わないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
●運転操作や安全装置（エアバッグシステム、シートベルトなど）の動作の妨げになるところに置かないでください。
●自動車の運転をしながら画面を見たり、操作をしたりしないでください。
●雷が鳴り出したら、本品にさわらないでください。
●ぬれた手で本品にさわらないでください。
●長期間使わないときやお手入れをするときは、本品を自動車のシガレットライターソケットから抜いてください。
●自動車のシガレットライターソケットを点検・清掃してください。ソケットの中に異物が入っていると、プラグと接触不良を
   起こし、火災や事故の原因となります。
●DC 12Vまたは24Vバッテリー使用のマイナスアース車で使ってください。
●油煙や湯気の当たる場所、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
●小さなお子様の手の届かないところに置いてください。ケーブルを引っ張ってNintendo Switch本体や本品が落ちたり、
   ケーブルを首に巻きつけたりして、事故やけが、故障の原因となります。
●通電中の本品を長時間さわらないでください。本品に皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。
●動作がおかしいときや壊れたときは、すぐに弊社にお問い合わせください。
●変な音やにおいがする、さわれないほど熱い、煙が出ているなどの症状が出たときは、本品を自動車のシガレットライター
   ソケットから抜き、弊社にお問い合わせください。
●端子部に他の金属がふれないようにしてください。
●物を乗せたり、上に乗ったりしないでください。
●投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
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取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

内部に水や異物を入れないでください。水や異物が入ったときは、すぐに本品を自動車の

シガレットライターソケットから抜いて、弊社に相談してください。
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詳細は以下のURLまたはQRコードよりご確認ください。

● 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
● Nintendo Switchは任天堂の商標です。
● “　 ”および“  　    　　”は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢：6歳以上

●不安定な場所に置かないでください。
●水にぬらさないでください。
●殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
●ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
●お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを
   使ってふいたりしないでください。
●1年に1度は、プラグに異常がないか、故障したまま使っていないかを点検してください。

自動車の極性やバッテリー電圧についてご不明な点は、その車の販売店にお問い合わせください。

本品には万一の場合、内部を保護するための保護回路機能があります。保護回路が作動しますと、通電LED（青）が消灯し
動作が停止します。この状態になりましたら、プラグを抜き、使用を中止して以下の点検をしてください。
　● 「仕様」欄の使用可能範囲を越えていないか。
　● 使用していた機器に故障がないか。
　● 本品が異常に発熱していないか。
異常箇所がわからない場合は、使用を中止して弊社に相談してください。

本品

自動車のシガレットライターソケット Nintendo Switch
本体
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http://www.hori.jp/products/nsw/carcharger/ 

接続イメージ

仕様

保護回路について

製品説明

本品をNintendo Switchドックに接続せず、Nintendo Switch本体に接続してください。
本品はNintendo Switchが携帯モードの時のみ対応しております。

通電LED(青）

ケ  ー  ブ  ル  長
シガープラグ寸法
質　              量

約1.8m
(W)約27mm×(H)約57mm×(D)約27mm
約52g

入　　　　　  力
出　　　　　  力
動 作 環 境 温 度

DC12/24V （12/24V マイナスアース車専用）
DC5V   3000mA
5℃～35℃


