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マッドキャッツ、ゲーミング オーディオの TRITTON ヘッドセット
ARK Series パッケージにリフレッシュ
第一弾は、「TRITTON Kama Stereo Headset Black・White」
ネオジム磁石採用で、上位機種相当のメリハリあるゲームサウンドを再現
PlayStation®4 / PlayStation®Vita / スマートフォン / タブレットなど、
3.5mm ステレオヘッドセットジャックを備えた機器に幅広く対応
ゲーム用周辺機器における世界大手メーカー米Mad Catz Interactive, Inc. の日本法人、
マッドキャッツ株式会社（所在地: 東京都世田谷区、代表取締役社長: 松浦 武敏）は、
究極のゲーミングオーディオとして展開している TRITTON の新シリーズ、ARK Series の
第一弾として、PlayStation®4、PlayStation®Vita、スマートフォン、タブレットなど3.5mm
ステレオヘッドセットジャックを備えた機器に幅広く対応したヘッドセット エントリーモデル、
「TRITTON Kama Stereo Headset Black」（以下、Kama）を2017年3月23日（木）
に、「TRITTON Kama Stereo Headset White」（同上）を2017年4月20日（木）に、
税込希望小売価格4,050円（税抜: 3,750円）にて 発売します。
ARK Series パッケージ

ブラック

ホワイト

型番: TRI90639J002

型番: TRI90639J001

Kama（カマ）ヘッドセットは、同じTRITTONブランドで定評の高いKunai（クナイ）モデル
をベースに開発された廉価版ヘッドセットです。
ヘッドフォン部分には、Kunaiと同じくネオジム磁石を内蔵した40mmサイズのドライバーを採
用し、上位機種相当のメリハリあるゲームサウンドを実現します。
PS4のマルチプレイヤー用オンライン環境に最適化されているので、 PS4専用ワイヤレスコン
トローラー（DUALSHOCK®4）に搭載されているステレオヘッドホン／マイク端子にプラグを
差し込むだけで接続は完了です。PS4のパーティーチャット機能により、オンラインの仲間（最
大7人まで）と共有して盛り上がれます。3.5mmステレオヘッドフォンジャック（4極）を搭載
した多くのデバイスで、ヘッドセットとしてお使い頂けます。
マイク部分は、柔軟に曲げることができ、口元への調節ができるフレキシブルタイプになってい
るので、マイクの角度や入力音圧の調整が可能です。 PS4使用時には、“SHAREボタン”によ
る配信時のマイク録音にも対応します。
ケーブルには、小型のインラインコントローラーが搭載されており、簡単にボリューム調整、
マイクミュート（消音）の操作ができます。
イヤーカップの耳に当る部分とヘッドバンドには頭の真上に当る部分にソフトなクッション素材
が使われており、また、両側それぞれが3cm伸びるヘッドレールを採用しているので、長時間の
利用でも快適です。

＜製品概要＞

製品名 英語

TRITTON Kama Stereo Headset Black
(PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Wii UTM
/ Smartphone / Tablet)

TRITTON Kama Stereo Headset White
(PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Wii UTM
/ Smartphone / Tablet)

製品名 日本語

TRITTON カマ ステレオヘッドセット ブラック
(PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Wii UTM
/ スマートフォン / タブレット)

TRITTON カマ ステレオヘッドセット ホワイト
(PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Wii UTM
/ スマートフォン / タブレット)

型番
JAN コード

TRI90639J002

TRI90639J001

4580398817962

4580398817955

希望小売価格（税別／税込）
発売日

3,750円／4,050円
2017年3月23日

2017年4月20日

保証期間

2年間

本体サイズ（縦×横×奥行）mm

190 x 175 x 65 (突起部分を除く)

本体重量 g

217

ケーブル長 cm
色

100
ブラック

ホワイト

ヘッドフォン部分
チャンネル数

2

ドライバータイプ（サイズ／材質)

ダイアフラム: 40mm／ネオジム

周波数特性

20Hz - 20kHz

全高調歪率 (THD)

1%以下

インピーダンス

16 ohm

マイク部分
タイプ
必要システム

フレキシブルタイプ（着脱不可）
PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Wii UTM / Xbox One コントローラー、
3.5mmステレオミニジャックを備えたスマートフォン / タブレットなど

接続I/F
特殊機能
付属品
パッケージサイズ（縦×横×奥行）mm

3.5mm（4極）ステレオミニ
ボリュームダイヤル、マイクミュート、インラインリモコン
取扱説明書、保証書
220 x 225 x 68

パッケージ重量 g

425

マッドキャッツについて
Mad Catz Interactive, Inc.（NYSE MKT: MCZ）は、Mad Catz（ゲーミング）、TRITTON（オーディオ）の各ブランドを中心に、
革新的でインタラクティブなエンターテインメント製品の数々を全世界に供給しています。
当社の製品は、家庭用およびハンドヘルドゲーミングコンソール・Windows PC・Mac・スマートフォン・タブレットやその他のスマートデバ
イスなどを含む各プラットホームまたはマルチプラットホームに対応して、ゲーマーニーズに応えています。
マッドキャッツは、米国カリフォルニア州サンディエゴ市の本社をベースに、北米、ヨーロッパ、アジアの各地域に拠点を持ち、主要な
販売店にて各商品を販売しています。その他の情報につきましては、 www.madcatz.com をご覧ください。
マッドキャッツ株式会社は、Mad Catz Interactive, Inc.の日本法人です。www.madcatz.co.jp

TRITTONについて
TRITTONは、設立以来、高性能ゲーミングヘッドセット、およびゲーミングオーディオ機器の開発生産にフォーカスしてきました。
イノベイティブで信頼性が高く、先進のテクノロジーを搭載したTRITTON製品は、世界中のプロゲーマーからカジュアルゲーマーに至るまでの
高い評価を得ており、2010年には米Mad Catz Interactive社傘下の1ブランドとなり、その製品開発力を更に向上させています。その他の情報
につきましては、 www.trittonaudio.com をご覧下さい。

報道関係者からのお問い合わせ先：
マッドキャッツ 松浦
Tel：03-6313-2289 / Email: jpmedia@madcatz.com

一般の方のお問い合わせ先：
マッドキャッツ カスタマーセンター
Tel: 0570-00-2289 / Email: jpsupport@madcatz.com
（月曜 - 金曜、午前10時 - 正午、午後1時 – 午後5時、土日祝日会社休業日を除く）

ソーシャルメディア
マッドキャッツWebサイト: www.madcatz.co.jp/
公式ツイッター: http://twitter.com/MadCatzJP/
公式フェイスブック: www.facebook.com/madcatz.japan/
本社YouTubeアカウント: www.youtube.com/madcatzcompany
* 記載されている会社名、商品名は、各社の商標及び登録商標です。
* マッドキャッツ、Mad Catz、TRITTON、Kama、Mad Catzロゴ、およびTRITTONロゴは、Mad Catz Interactive Inc. または関連会社の商標または登録商標
です。
* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。
* 本リリースに掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。

