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レシーバー
（受信機）
×1

識別用
カラーシール
赤×2　白×2ワイヤレス

カラオケマイク
×1

レシーバーの収納
本品を使用しないときは、レシーバーをワイヤレスカラオケマイクに収納
して一緒に収納することができます。

  

マイクカバーについて
別売の「マイクカバー for Nintendo Switch」を本品に装着することが
できます。マイクカバーの取り付け方は、ご購入されたマイクカバーの取扱
説明書をご確認のうえ、装着してください。

https://hori.jp/products/nsw/mic_cover/

「マイクカバー for Nintendo Switch」
　の詳細についてはこちらをご覧ください

● ウラ面もお読みください。

乾電池のセット・交換
ワイヤレスカラオケマイクに単3形アルカリ乾電池を使用します。
以下の手順に従って正しくセットしてください。
※ 本品に電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
※ 小さなお子様がご使用になる場合は、保護者の方がセットを行ってください。
※ 乾電池をセットするときはマイクの電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
※ 電池を交換する際は必ず2本とも同時に交換してください。古い電池を混ぜて使用すると液漏れ
　 などの恐れがあります。
※ 電池はアルカリ単3形乾電池をご使用ください。アルカリ以外の電池では十分な性能が出せない
　 場合があります。

2. 電池収納部に１本目の乾電池をセットする
※プラス(＋)とマイナス(ー)の向きを正しく
　入れてください。

3. 電池収納部に２本目の乾電池をセットする
乾電池はマイナス(ー)からセットしてください。
※乾電池を取り外すときはマイナス(ー)から
　取り外してください。

1. 電池カバーを取り外す

4. 電池カバーを取り付ける
電池カバーがゆるんできた場合は、
付け直してください。
※電池カバーのしめすぎにご注意ください。

※ 乾電池の残量がなくなりましたら
　【乾電池のセット・交換】の手順に従って、
　 乾電池を交換してください。

電池残量 LEDの状態

100％～10％
点灯

電源 LED
（緑）

点灯
電源 LED
（赤）10％～1％

0％ 消灯

各部の名称

電源 LED
● ワイヤレスカラオケマイク

USB端子

ペアリング
LED

● レシーバー

電源スイッチ

正面 背面

レシーバー
収納ポケット

電池カバー

電池カバー内部

周波数
切替スイッチ
電池収納部

ON

OFF

3. ワイヤレスカラオケマイクの電源をONにする

対応機種
Nintendo Switch
重 要
本品をNintendo Switchでご使用になる前に、
Nintendo Switchの取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを
最新のバージョンに更新してご使用ください。
※ Nintendo Switch本体のバージョンを更新する際は
インターネット接続環境が必要となります。

PC
Windows®11 / 10対応OS
USBポート(Type-A) /
インターネット接続環境必要システム

ON

OFF

ON

OFF

接続方法
● 本品をご使用になる前に、
　 Nintendo Switch本体の更新を行ってください。
1. HOMEメニューから「設定」を選択。
2.「設定」内で「本体」→「本体の更新」の順に選択し、更新してください。
(本体が最新のバージョンであれば問題ありません。)

1. ワイヤレスカラオケマイクに乾電池をセット
※ 本品に電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
※【乾電池のセット・交換】をお読みいただき、乾電池をセットしてください。

※取り外す場合は、マイクの電源をOFFにしてから抜いてください。

2. レシーバーを接続する

NSW352-45



製品仕様
：ムービングコイル型ダイナミックマイク
：単一指向性マイク
：モノラル
：50Hz～15KHz
：600Ω±15％
：－52dB±3dB
：800Mhz帯
：単3形アルカリ乾電池×2(別売)
：約5m以内

：最大 約30時間

：（幅）約φ54mm×（高さ）約270mm
：（幅）約18mm×（奥行）約63mm×（高さ）約8mm
：マイク 約200g / レシーバー 約10g
：USB(Type-A)接続

マイク方式
指向性
音声方式
再生周波数帯域
インピーダンス
マイク感度
無線周波数
使用電源(マイク本体)
交信範囲
※使用環境によって交信範囲が変動する可能性があります。
連続動作時間
※使用環境によって大幅に使用時間が短くなる可能性があります。
外形寸法
　マイク
　レシーバー
質量
接続方式

対象年齢：6歳以上

● 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。
● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
© Nintendo

● 電池から漏れた液には触らないでください。万一、液が目に入った場合は、目に障害を与える恐れが
　 あります。すぐに多量の水でよく洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。
　 万一、液が口に入った場合は、すぐにうがいをし、直ちに医師の診察を受けてください。
　 漏れた液は、手に付かないように注意しながらふき取り、万一、手に付いた場合は、水でよく洗い
　 流してください。
● 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。電池が液漏れ、発熱、破裂し、感電や
　 火災、けが、故障の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。
　 ・火の中や電子レンジ、高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
　 ・直射日光の当たる場所やストーブ、ヒーターなど熱源のそばで使用、保管しないでください。
● 端子部やプラグに異物やホコリが付いたまま使用しないでください。
● 端子部を指や金属で触らないでください。感電やけが、故障の原因になります。

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

使用上・安全上のご注意
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故障かな？と思ったら
● ワイヤレスカラオケマイクの電源がONにならない /
　 電源 LEDが点灯しない
・乾電池はセットされているか
※【乾電池のセット・交換】をご確認のうえ、
　　乾電池をセットしてください。

Nintendo Switch本体に同時に接続できるマイクの本数は、本品以外のマイク
（NSW-088 カラオケマイク for Nintendo Switch など）も含めて2本まで
です。使用しないマイクはレシーバーを抜いてください。

・マイクを3本以上接続していないか

電源スイッチがしっかりとONになっているかご確認ください。
・電源スイッチのON / OFFが中途半端な位置になっていないか

！

● LEDは点灯しているが音が出ない /認識しない

レシーバーをNintendo SwitchドックのUSB端子にしっかりと接続してください。
※本品を2本使用する場合は【本品を2本使用する場合】をご確認のうえ、
　それぞれのレシーバーを接続してください。

・レシーバーがNintendo Switch本体に接続されているか

電池残量がなくなっています。新しい乾電池に
交換してください。
※【乾電池のセット・交換】をご確認のうえ、
　　乾電池をセットしてください。

・電源スイッチをONにしても電源LEDが点灯しない場合
ON

OFF

● 電池のプラス（＋）やマイナス（－）端子に金属類を触れさせないでください。
　 発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。
● 電池は、差し込む向きを確認して正しくセットしてください。正しくセットしないと、　 
　 発熱やショート、故障の原因になります。
● 乾電池の使用方法に注意してください。
　 ・古い電池と新しい電池を混ぜない
　 ・種類やメーカーの異なる電池を混ぜない
　 ・乾電池を充電しない
● 次のような電池は使用しないでください。
　 ・改造された電池や、指定された以外の電池
　 ・変形したり、表面のラベルに傷が付いたりしている電池
　 ・液漏れした電池
● 本品をしっかり持って使用してください。本品が汗などで濡れた場合は、タオルで拭き取るなどして
　 乾かしてから使用してください。濡れたまま使用して本品が手から飛び出した場合、人や物に
　 あたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。
● 破損した機器は使用しないでください。感電やけが、故障の原因になります。
● 電池の消耗をさけるため、長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
● ワイヤレスマイクを小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に置かないでください。
　 落として、けがや故障の原因になります。
● 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。
● 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
● レシーバーを小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込む危険があります。　  
　 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。
● 無線通信が禁止されている場所（病院や公共機関など）では、絶対に使用しないでください。
　 電波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。
● 心臓ペースメーカーを装着している方は、使用前に必ず医師と相談してください。
● 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
　 そのまま使用すると火災や故障の原因になります。
● 周囲の迷惑にならないよう、使用する時間帯や音量などに注意してください。
● レシーバーをUSB端子に接続するときは、挿す向きを確認し、しっかり奥まで挿してください。
　 逆向きに挿そうとすると故障の原因になります。
● レシーバーをNintendo Switch 本体に接続したり取り外したりするときは、Nintendo Switch　 
　 本体やレシーバーに無理な力が加わらないように十分注意してください。
● シンナーやベンジンなどで拭かないでください。表面を傷めたり、変形したりする原因になります。
● 廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
● 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。
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本品を2本使用する場合
本品を2本ご購入された場合、1台のNintendo Switch本体に
対して、2本同時に使用することができます。
２台同時に使用する場合は、以下の手順に従ってご使用ください。

1. 電池カバーを取り外す

2. 周波数切替スイッチを切り替える
周波数切替スイッチを一方は「1」、もう一方を「2」に切り替える。

3. 【接続方法】の手順に従って接続する
【接続方法】の手順に従って、ワイヤレスカラオケマイク2本を
Nintendo Switch本体に接続してください。

※本品は同梱されているワイヤレスカラオケマイクとレシーバー間で
　のみ通信されるため、他のマイクやレシーバーとは通信できません。

※本品を２本使用する際は、ペアとなるマイクとレシーバーが識別
　できるよう付属のカラーシールをご使用ください。
　

カラーシール
赤×2　白×2

1 2

1 2

1 2

1 2

● 音が割れる
　ワイヤレスカラオケマイクと口の距離が近すぎる、またはスピーカーの
　音量やゲームソフト内のマイク音量が大きすぎて割れる場合があります。
　マイクと口の距離を離してみたり、スピーカーの音量またはゲームソフト
　内のマイク音量を小さくするなどしてください。

ゲーム（「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」）を起動していないと
マイクの音は出ないため、ゲームを起動して音が出ているかご確認ください。

・ゲーム（「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」）を
　起動しているか

テレビ側のスピーカーの音量やゲームソフト側の音量が低いまたはミュートなどに
なっている可能性があります。音量は上げられているか、ご確認ください。

・テレビ側/ゲームソフト側の音量が小さくなっていないか

● 音が途切れる

※無線の特性上、音が途切れることがありますが、故障ではありません。

　・ワイヤレスカラオケマイクやレシーバーは、電波干渉の原因となる
　　ような機器（AV機器 / 電子レンジ / コードレス機器等）の付近では
　　使用しないでください。
　　また、ワイヤレスカラオケマイクとレシーバーの間に障害物がある
　　場合は、移動させてください。

● 雑音が入る /ハウリングが発生する
　騒音がある環境やスピーカーの音量を大きくして使用していないか
　テレビのスピーカーなどから発生する
　音などにワイヤレスカラオケマイクが
　反応している可能性があります。
　静かな環境を整えたり、スピーカーの
　音量を小さくするなどしてください。

！

● 音がずれる
　Nintendo Switch本体から送られた信号は、テレビ内で処理された
　あとに映像や音声として出力されるため、その処理時間が遅延時間と
　して発生することがあります。
・テレビによっては「ゲームモード」などに設定を変更することでテレビ内での
　処理時間を短縮でき、音のずれが改善される場合があります。詳しくは、
　ご使用されているテレビの取扱説明書をご確認ください。

・Nintendo Switch本体のヘッドホンマイク
　端子にお手持ちのスピーカーを接続し、音を
　テレビからではなくNintendo Switch本体
　に接続したスピーカーから出すことで処理時
　間を短縮でき、音のずれが改善される場合が
　あります。

　延長ケーブル等と合わせて使用すると音が途切れる可能性があります。
　本品をご使用の際は、レシーバーをNintendo Switchドックに接続して
　ご使用ください。

　・USB端子用の延長ケーブルを使用していないか

https://hori.jp/support/nsw-352

その他の症状についてはこちら


