
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。

テーブルモード専用 
ポータブルUSBハブスタンド

4ポート
for Nintendo Switch™

HOMEメニューから
「設定」を選択

「本体」→「本体の更新」の順に
選択し、更新してください

2051-35EL 内容物

対応機種

各部の名称

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch

スタンド

吸気口／排気口

USB端子(Type-A)

ACアダプター接続端子

Nintendo Switch
本体接続端子

本品およびNintendo Switch本体の吸気口や排気口をふさがないでください。

スタンド ×1 取扱説明書 ×1

※ 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。

※ 取扱説明書の文中ハードウェアは全てNintendo Switchとなっていますが、
    Nintendo Switch Lite でご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

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。

また、Nintendo Switchサポートサイトを
必ずご確認ください。

● 乳幼児の手の届くところに置かないでください。

● 本品を開いたり閉じたりする際に、手や指、髪の毛などを挟まないようご注意ください。

● 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。

● 接続端子を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。

● Nintendo Switch ACアダプター [HAC-002(JPN)] 以外のものは使用しないでください。

● 接続端子にホコリや異物がついた状態で使用しないでください。

● 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。

● 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。

● 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。

● 内部に水、金属片、異物などをいれないでください。

● 雷が鳴りはじめたら、安全のため本体やACアダプターに触らないでください。

 落雷による感電の恐れがあります。

● 布などでおおったまま使用しないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。

● 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。

 内部が過熱し、故障の原因となります。

● 火気のある場所では絶対に使用しないでください。

● 使用しない時やお手入れの際は、本品からACアダプターを抜いてください。

 火災や感電、故障の原因となります。

● 変圧器やDC/ACインバーターを使用しないでください。発熱し、やけどおよび故障の原因となります。

● 充電しながら長時間使用しないでください。

● 万一、本品から異臭や煙が出た場合は、ただちにACアダプターをコンセントから抜いて

 販売店にご相談ください。

● 本品に損傷や変質が生じた場合はすぐに使用を中止してください。

 そのまま使用すると感電や故障の原因となります。

● 本品に重いものを載せないでください。故障および損傷の原因となります。

● 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。

● 本品にACアダプターや周辺機器を接続後、ケーブルを引っ張らないでください。

 本品が転倒し、Nintendo Switch 本体の故障および損傷の原因となります。

● 本品にNintendo Switch 本体を接続した状態で持ち運ばないでください。

● 分解や修理、改造は絶対にしないでください。

● 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。

● 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。

にゅうようじ　  て   　 とど　                      お

ほんぴん　  ひら　            と　                       さい　     て　   ゆび  かみ　   け　             はさ　                          ちゅうい

 ふあんてい　    ばしょ       お　                                        ただ　     じゅうでん　                                   けが　    こしょう　 げんいん

 せつぞくたんし     ゆび　  きんぞく　 さわ　                                                      こしょう　 げんいん　

                                                                                                                                   いがい　                   しよう

 せつぞくたんし                          いぶつ                   じょうたい    しよう

ほんぴん　   しっけ　        　　　      おお　                       お　

ほんぴん    みず                           みず                     ばしょ       お                                           かんでん    こしょう    げんいん

  ぬ　         て　   さわ                                          かんでん　      おそ

 ないぶ　    みず きんぞくへん  いぶつ

かみなり  な　　　　　　　　　　　  あんぜん　　　　   ほんたい　                                          さわ

らくらい              かんでん    おそ

ぬの　                                        　しよう　                                     　 ねつ　                    かさい　   こしょう　 げんいん

  だんぼうきぐ                ねつげん     ちか           お                                                     ちょくしゃにっこう　 あ　         ばしょ　 　お

 ないぶ       かねつ        こしょう    げんいん

   かき                  ばしょ          ぜったい      しよう

  しよう　            とき　        て   い　        さい　   ほんぴん                                                  ぬ

  かさい　  かんでん こしょう　 げんいん

 へんあつき　                                                            しよう　                                       はつねつ　                                   こしょう   げんいん

じゅうでん　              ちょうじかんしよう

まんいち  ほんぴん　   　いしゅう　 けむり   で　     ばあい　                                                                                                  　 ぬ

はんばいてん　      そうだん

ほんぴん   そんしょう  へんしつ　しょう         ばあい　                   しよう     ちゅうし

                      しよう               かんでん    こしょう    げんいん

ほんぴん    おも                     の                                           こしょう            そんしょう   げんいん

ほんぴん    もの      あ                   らっか                               つよ　しょうげき   あた

ほんぴん　                                         しゅうへんきき　   せつぞくご　            　　　　　 ひ　    ぱ

ほんぴん    てんとう                                                   　ほんたい　 こしょう　　　　 そんしょう   げんいん

ほんぴん　　　　　　　　　　　　　　　　　     ほんたい　 せつぞく　     じょうたい    も　　はこ

ぶんかい　 しゅうり  かいぞう　 ぜったい

       て  い　        さい            かわ　      やわ　　　　　 ぬの　   しよう

                                         　　　　　　　　　    やくひん　   しよう

ほんらい　  もくてきいがい　  　　 しよう　　　　　　　　　　　　　　    ほんらい　  もくてきいがい      しよう　         ばあい　     じこ　    そんがい    たい

へいしゃ　 いっさい         せきにん　   お

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

USB端子(Type-A)

※ 本体が最新のバージョンであれば問題ありません。



1. 背面のスタンドを開き、平らな場所に置いてください。

設置方法

取り外し方法
製品仕様

故障かな？と思ったら

接続方法 ※ 本品にHDMI®端子は付いておりませんので、TVモードではご使用いただけません。

2. お好きな角度に調節してください。
　 推奨角度（約30°～約70°）の範囲内で自由に調整ができます。

※ 倒れないよう、推奨角度の範囲内で
　 使用してください。

推奨角度以上に
開かないでください。

取り外し時に落下しないように
本品とNintendo Switch本体を
しっかりと持ってまっすぐに
取り外してください。

Nintendo Switch本体を傾けた状態で取り外すと
本品およびNintendo Switch本体の接続端子が
損傷または故障する恐れがあります。

○ ×

USBプラグ(Type-A)

2. Nintendo Switch 本体を装着してください。

位置を合わせて
装着してください

1. ACアダプターを接続してください。

ACアダプターはNinteｎdo Switch ACアダプター[HAC-002(JPN)]以外のものは、
使用しないでください。

Ninteｎdo Switch ACアダプター[HAC-002(JPN)]
(Nintendo Switch本体同梱のACアダプター)

3. 周辺機器のUSBプラグを接続してください。

対象年齢：6歳以上

 

 

https://hori.jp/support/nsw-820/faq
その他の症状についてはこちら

● 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。
● HDMIは HDMI Licensing LLCの登録商標です。
© Nintendo

● Nintendo Switch本体が充電されない
・ ACアダプターが本品に接続されているかご確認ください。
・ 本品は接続されているUSB機器の合計電力が高いと安全回路が働き、
   機能が停止いたします。
   その場合、本品に接続しているすべてのUSB機器を本品から取り外してください。
　また、ACアダプターは本品とコンセントから取り外し、20秒放置してください。
　その後、前述の「接続方法」に従い接続し直してください。

シンクロ
ボタン

シンクロ
ボタン

Joy-Con(R)Joy-Con(L)

：(幅)約116mm×(奥行)約34mm×(高さ)約110mm
：約155g
：ACアダプター [HAC-002(JPN)]接続
：約3時間
：15V   2.6A

外形寸法
質量
接続方式
充電時間
定格入力
※ 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。

● USB端子に有線コントローラーを接続しても操作ができない
・ 本品にACアダプターが接続されているかご確認ください。
   接続されていない場合、ACアダプターを本品に接続してください。
・ Nintendo Switch 本体にJoy-Con™が取り付けられている場合、ゲームソフトによっては
   Joy-Conの操作が優先され、有線コントローラーで操作できないことがあります。
   その場合、Nintendo Switch 本体からJoy-Conを取り外してください。
   Joy-Conを取り外しても認識されない場合、Joy-Con側面のシンクロボタンを
   短く押してNintendo Switchとの通信を切断してください。
  （Joy-Conを再接続させる場合は、Joy-Conの方向ボタンやABXYボタンを押してください。）


