
Razer Chroma ライティングをサードパーティに開放

ゲーミングデバイスの世界最大のライティングエコシステムである Razer Chroma ライティングを、
戦略的パートナーシップを通じて Razer 製品以外にも拡張し、 統一したゲーミング体験を提供 

米 Razer 抄訳版ニュースリリース 2018 年 6 月 5 日

台湾、 台北発 – 世界有数のゲーマー向けライフスタイルブランド Razer ™ では、 このたび、 多数の受賞実績を誇るライティングテクノロジー 
Razer Chroma のエコシステムに一部パートナー企業がデバイスを接続できるようにすることで、 さらに多くのゲーマーにフルスペクトルの美しさを
提供することになったと発表しました。

Razer Chroma は、 Overwatch ™、 Fortnite、 Quake Champions ™、 Diablo ™、 その他人気のゲームをはじめとして、 ネイティブ
統合された 100 本以上のゲームに使用できる世界唯一の没入型ライティングプラットフォームです。

Razer Chroma は、 Philips Hue スマートライトとも統合できるため、 ゲーマーは充実した室内環境を構成することができます。 また設定は、
個々の電球レベルまで微調整でき、 ゲーマーのプレイ方法を一新します。

今日のゲーマーの多くにとって、 従来の PC ケース、 マザーボード、 冷却ファンなどのサードパーティデバイスにおけるライティングエフェクトは完全には
同期されておらず、 Razer デバイスに合ったゲーム環境が得られていないというのが現状でした。

しかし、 Razer Chroma Connected Devices Program（Razer Chroma 接続デバイスプログラム）により、 MSI、 NZXT、 AMD、
Thermaltake、Lian Li、Vertagear、Gigabyte、Ducky などのパートナーは、API により Razer のライティングプロトコルを活用することで、
ソフトウェアプラットフォームでシングルクリックするだけで Chroma ライティングに対応できるようになりました。

Razer の共同創立者兼 CEO のミン - リャン・タン（Min-Liang Tan）は次のように述べています。 「今日のゲーマーは、複数の RGB ライティ
ング対応デバイスを所有していますが、 これらのデバイスでは相互通信が行われていないため、 真の没入型操作環境を確立することはできませ
ん。 すべてのゲーマーに平等にその良さを味わっていただくため、 パートナーに Chroma エコシステムの活用を認めたのは初めてのことです。」

これにより 8 社のパートナーのデバイスとコンポーネントが Razer Chroma に対応するようになり 、 ゲーマーはどのパートナーブランドのデバイスで
あれ、 バトルステーション全体にお気に入りの Chroma エフェクトを拡張するという強力なパワーを手に入れることができます。

Razer Chroma 対応の最初のサードパーティ製品は、 2018 年第 4 四半期に発売されます。

Chroma Connected Devices Program（Chroma 接続デバイスプログラム）については、 Computex 2018 で Razer のブース 
L0003 で詳細をご覧ください。
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Razer について
Razer ™ はゲーマー向けライフスタイルにおける世界のリーディングブランドです。 Razer のトリプルヘッド ・ スネークの商標は世界中のゲーミングおよび e スポーツ コミュニティでもっとも認知
されたロゴのひとつです。 すべての大陸にファン層を持つ Razer 社はハードウェアやソフトウェア、 サービスなどを基幹とする世界で最も大きなゲーマー向けエコシステムを独自に設計 ・ 構築
しています。 Razer では高性能ゲーミング周辺機器や Blade ゲーミングノート PC、 そして、 高評価を得ている Razer Phone （スマートフォン）など、 数々の受賞歴を誇るハードウェア
を多数提供しています。 さらに Razer Synapse（IoT プラットフォーム）や Razer Chroma ( 独自の RGB ライティング テクノロジーシステム）、Razer Cortex（ゲーム オプティマイザー
およびランチャー）をはじめとする Razer のソフトウェア プラットフォームは 4,000 万人以上のユーザーが利用しています。
Razer の展開するサービスには世界で最大規模のゲーマー向け仮想クレジットサービス Razer zGold が含まれており、 ゲーマーは 2,500 タイトル以上のゲームでバーチャル グッズやアイ
テムを購入できます。
2005 年に創立された Razer は現在、 サンフランシスコとシンガポールの 2 ヵ所に本社があり、 世界９ヵ所にオフィスを置き、 米国、 ヨーロッパ、 中国でトップゲーミングブランドとして認知
されています。 また、 同社は香港株式市場に上場しています ( 銘柄コード :1337)。 詳細は、 http://www.razer.com/about-razer をご覧ください。
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Razer Chroma lighting now enabled on third-party devices  

 
The world’s largest lighting ecosystem for gaming devices will expand beyond Razer devices 

through strategic partnerships to enable a unified gaming experience  
 
TAIPEI, Taiwan – Razer™, the leading global lifestyle brand for gamers, today announced that its 
award-winning lighting technology Razer Chroma will begin allowing select partners to connect their 
devices into the ecosystem, bringing full-spectrum beauty to even more gamers. 
 
Razer Chroma is the world’s only immersive lighting platform with over a hundred natively 
integrated games such as Overwatch™, Fortnite, Quake Champions™, Diablo™ and other popular 
games. 
 
Razer Chroma also enjoys integration with Philips Hue smart lights, giving gamers a full-blown in-
room ambience that can be fine-tuned down to each individual light bulb, completely transforming 
the way they play. 
 
Until now, a common experience for many gamers today is that the lighting effects on third-party 
devices such as PC cases, motherboards, and cooling fans are not fully in sync, producing an 
experience that is not in line with Razer devices. 
 
The Razer Chroma Connected Devices Program will enable partners such as MSI, NZXT, AMD, 
Thermaltake, Lian Li, Vertagear, Gigabyte, and Ducky the ability to tap into Razer’s lighting protocol 
through an API that lets them enable Chroma lighting through a single click on their software 
platforms. 
 
“Gamers today own multiple RGB lighting-enabled devices, but they can’t enjoy a truly immersive 
experience because these devices don’t talk to each other,” said Razer Co-Founder and CEO Min-
Liang Tan. “For the first time ever, we’re letting our partners tap into the Chroma ecosystem so we 
can bridge that gap for the benefit of all gamers.”  
 
With the addition of Razer Chroma into devices and components from eight additional partners, 
gamers will have the ultimate power to sync their favorite Chroma effects across their entire battle 
stations, even if they own devices from any of the partner brands.  
 
The first third-party products with Razer Chroma support will launch in Q4 2018. 
 
For more information about the Chroma Connected Devices Program, visit Razer at Computex 2018, 
Booth L0003. 
 
 
  

https://www.razer.com/chroma
https://www.razer.com/gaming-accessories/philips-hue


ABOUT RAZER 
 
Razer™ is the world’s leading lifestyle brand for gamers. 
 
The triple-headed snake trademark of Razer is one of the most recognized logos in the global gaming 
and esports communities. With a fan base that spans every continent, the company has designed 
and built the world’s largest gamer-focused ecosystem of hardware, software and services. 
 
Razer’s award-winning hardware includes high-performance gaming peripherals Blade gaming 
laptops and the acclaimed Razer Phone. Razer’s software platform, with over 40 million users, 
includes Razer Synapse (an Internet of Things platform), Razer Chroma (a proprietary RGB lighting 
technology system), and Razer Cortex (a game optimizer and launcher). Razer services include Razer 
zGold, one of the world’s largest virtual credit services for gamers, which allows gamers to purchase 
virtual goods and items from over 2,500 different games. 
 
Founded in 2005 and dual-headquartered in San Francisco and Singapore, Razer has nine offices 
worldwide and is recognized as the leading brand for gamers in the USA, Europe and China. Razer is 
listed on the Hong Kong Stock Exchange (Stock Code: 1337).   
 
Press Contacts: 
 
Americas 
Kevin Allen 
Kevin.Allen@razer.com 
 
Alain Mazer 
Alain.Mazer@razer.com 
 
Europe/Africa 
Jan Horak 
Jan.Horak@razer.com 
 
China 
Leonard Le 
Leanard.Le@razer.com 
 
Asia Pacific  
Raymond Lau 
Raymond.Lau@razer.com  
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