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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。

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。
● 絶対に分解や改造をしないでください。
● 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。
● 雷が鳴り出したら、本品にさわらないでください。
● 使用しない時やお手入れの際は、本品をＵＳＢ端子から抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。
● お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また､ベンジン､シンナーなどの薬品は使用しないでください。
● ぬれた手で本品にさわらないでください。
● 内部に水、金属片、異物などをいれないでください。
● 重いものを載せないでください。
● 充電スタンドは不安定な場所に置かないでください。正しく充電できなかったり、怪我や故障の原因となります。
● 本品を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
● ケーブル部を強く曲げたり引っ張らないでください。
● 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。
● 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。
● 本品をNintendo Switch ドックに接続したり取り外したりするときは、Nintendo Switch ドックや本品に無理な力が
    加わらないように十分注意してください。
● USBプラグをUSB端子に接続するときは、差し込む向きを確認し、しっかり奥まで差し込んでください。逆向きに差し込もうと
　 とすると故障の原因となります。
● 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を
    負いません。
● 充電スタンドおよびアタッチメントの金属端子部は汚れたまま使用しないでください。正しく通電しないことがあります。
    汚れているときは乾いた柔らかい布で拭きとってください。
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対応機種

モンスターボール Plus
本品の内容

取扱説明書（本書）…1部充電アタッチメント…1個



主な仕様

対象年齢：6歳以上

本品 Nintendo Switchドック

①充電スタンドのUSBプラグを、Nintendo Switch ドックのUSB端子に接続してください。

②モンスターボール Plusの
　端子カバー（背面）を外します。

④ ②で外した端子カバー（背面）を
    充電アタッチメントにしっかりと
    取り付けます。

取り外し方
充電アタッチメントを取り外す際は、しっかりと指で押さえながら、
図の方向に取り外してください。

※充電時間については目安となります。ご使用環境によっては時間が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※充電スタンドのUSBプラグはNintendo Switch ドックのUSB端子に接続してください。
※お客様の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損損害など、弊社は一切その責任を負いません。 あらかじめご了承ください。ケーブル長　 : 約 0.6ｍ

充電時間(目安): 約 3時間

使用方法

③モンスターボール Plus背面のUSB Type-CTM 端子に
   充電アタッチメントをしっかりと取り付けます。

⑤充電アタッチメントと充電スタンドのガイドが合うように
   モンスターボール Plusを充電スポットに入れてください。
　これで充電が開始されます。

● 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のロゴ、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。
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充電スポット

ガイド

しっかりと持ち
取り外してください


