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

● 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。

● 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。

● ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。

● 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。

● 本品に液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、

　 弊社にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

● 雷がなりはじめたら、安全のため本体やACアダプター、LAN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。

● 本品が破損した場合には、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。

● 端子部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。

● 本品は、プラスチック・金属部品などで構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

● USBプラグはNintendo Switchドック以外の機器（パソコンなど）には接続しないでください。故障の原因となります。

● USBハブを介して本品を使用しないでください。本品が正常に動作しない場合があります。

● Nintendo Switch本体の電源がONの状態で、抜き差ししないでください。正常に動作しなくなったり、故障の原因となったりします。

● 本品を使用してネットワーク接続するときに必要な「LANケーブル」と電話やモデムなどを電話コンセントに接続するときに必要な

   「モジュラーケーブル」はたいへん形状が似ています。間違えて接続しないようにご注意ください。間違えて接続すると故障の原因と

　 なります。

● 湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。故障の原因となります。

● 物を当てたり、落としたりするなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

● 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すると

　 故障の原因となります。
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※ Nintendo Switch™本体取扱説明書とあわせてお読みください。

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。



製品仕様

対応規格 IEEE802.3u(100BASE-TX)
IEEE802.3(10BASE-T)

100BASE-TX 
10BASE-T

RJ-45

推奨ケーブル
規格

LANケーブル
接続端子

ケーブル長 19cm

※ 本品は有線通信専用となり、Nintendo Switch本体をNintendo Switchドックから取り外すとインターネット接続が
　 解除されます。
　 Nintendo Switch本体を取り外した状態でインターネット接続を行う場合は、別売りの無線LANアクセスポイント
　 （無線LANルーター）にて無線通信を行ってください。

接続イメージ

仕様

● 本品にLANアダプター以外のもの(LANケーブルなど)は含まれておりません。
● 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。

製品説明

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

ブロードバンド
ルーター

LANケーブル

ブロードバンド
モデムなど

ブロードバンド
インターネット回線

本品

※ USBハブを介して本品を使用しないでください。本品が正常に動作しない場合があります。


