
光学技術を利用した新スイッチで、より高速な
ゲーミング性能を実現した Razer Huntsman キーボード 

Razer の新型フラグシップ ゲーミングキーボードは、革新的なオプトメカニカル スイッチを採用
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米国カリフォルニア州アーバイン発： 世界有数のゲーマー向けライフスタイルブランド Razer（本社 : 米国 カリフォルニア州、
共同創業者兼 CEO : Min-Liang Tan） は、本日、新シリーズの Razer Huntsman プレミアムゲーミングキーボードを発表
しました。それが、専用のメディアキー、リストレスト、アンダーグローライティングを備えたフル装備の Razer Huntsman 
Elite キーボードと、パフォーマンス重視の Razer Huntsman キーボードのデュオです。どちらのユニットも、光速キーアクチュ
エーションの Razer の最新オプトメカニカルスイッチを搭載しています。

RAZER オプトメカニカルスイッチ
Razer の新しいオプトメカニカルスイッチは、ゲーミングブランド Razer Huntsman がゲーミングスイッチで絶えず取り入
れてきた革新技術を披露するものです。キーを押すと、光学技術によりそれぞれのスイッチ内で赤外線がその操作を正確に検
出します。Razer オプトメカニカルスイッチは、1.5 mm のアクチュエーションポイントにより、従来のクリック式メカニカル
スイッチよりも 30 パーセント速く動作します。 

Razer オプトメカニカルスイッチは、タクタイル感を損なうことなく高速パフォーマンスを実現しました。Razer オプトメカ
ニカルスイッチは、高速連射キープレスのためにリニアスイッチと同じようなアクチュエーションポイントとリセットポイント
を備えており、ベストセラーの Razer グリーンスイッチのタクタイル感を、45 g というより軽い作動力で実現します。Razer 
オプトメカニカルスイッチの予想製品寿命は、キーストローク最高 1 億回と、従来のメカニカルスイッチの倍の長さになって
います。光学アクチュエーション技術と各スイッチの周囲に取り付けられた金属製のキースタビライザーバーのおかげで、ほ
とんど可動部がなく、動作時も物理的な接触がありません。そのため、スイッチの劣化が少なく、ゲーマーにとって Razer 
Huntsman は、長年使用しても変わらぬ操作性と耐久性を届けてくれるキーボードになっています。
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Razer 社 CEO 兼共同創業者の Min-Liang Tan（ミン - リャン・タン）は、次のように述べています。「Razer は、特にゲーマー
ために設計された独自の Razer ™ メカニカルスイッチの開発と製造で長年の経験を蓄積してきました。この専門技術は、私
達のブランドレガシーを基盤としてさらに拡張され、最高レベルの e スポーツ競技のために最適化された全く新しいレベルの
パフォーマンスをお届けする新しい Razer オプトメカニカルスイッチに組み込まれています。」

HUNTSMAN ELITE キーボードの特長
Razer Huntsman Elite は、素早く簡単にアクセスするために専用のメディアコントロールなどをフル装備しています。3 つ
の各タクタイルメディアキーとマルチファンクションデジタルダイアルは、Razer Synapse 3 でプログラムでき、ユーザーが
キーバインド、マクロ、ライティングエフェクトをほぼ無限にカスタマイズできるようになっています。

Huntsman Elite には、既発の Razer Ornata Chroma や BlackWidow Chroma V2 にも導入された、マグネットによる脱
着可能なレザーレット製リストレストを備えており、長時間にわたる ゲーミングセッションでも並外れたエルゴノミックな快
適さが得られます。

Razer Huntsman Elite は、プロファイルを内蔵メモリーとクラウドの両方に保存できるハイブリッドストレージを備えた　
初の Razer キーボードでもあり、パーソナライズしたプロファイル設定にクラウドからオンラインでも、内蔵ストレージから
オフラインでもアクセスすることが可能です。

CHROMA にすべてを統合
Razer Huntsman Elite の特色は、没入型ゲーミング環境を体験できるさまざまな Razer Chroma ライティングエフェクト
です。
Razer Huntsman の全てのキーは Razer Chroma ライティング機能に対応しており、キーボードのすべての面から、そして
リストレストの周囲からアンダーグローが光ります。
ゲーマーは 1,680 万色のカラーとさまざまなライティングエフェクトから選ぶことができます。Razer Synapse ソフトウェ
アプラットフォームで設定をカスタマイズして、Razer Chroma ™ Workshop で何百万人もの Razer ソフトウェアユーザーと
共有することができます。ゲーム中の Razer Chroma ライティングプロファイルは、「Fortnite」、「Overwatch」、「Warframe」
などの有名ゲームタイトルにも組み込まれています。これらのプロファイルでは、チュートリアル、ゲームプレーに反応する動
的効果などを表示できます。
Razer Chroma の操作環境を他のデバイスにも展開して、さらにイマーシブなビジュアルフィードバックを楽しむことができ
ます。また、Razer Chroma と Philips Hue® の統合により、Razer Huntsman Elite を他の Razer Chroma 対応製品と
ペアリングすることで、ご家庭でスマートライティングと同期させることができます。

HUNTSMAN キーボード
Razer Huntsman は、本日発売です。（注：米国およびヨーロッパの一部の国のみで、日本国内の発売は近日発表予定）オプ
トメカニカルスイッチとフル Razer Chroma バックライトキーを備えた Huntsman キーボードは、Razer のキーボードファ
ミリーとして最速のアクチュエーションとハイパフォーマンスなゲーミング操作を実現します。

http://www.razerzone.com/chroma-workshop/
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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 5,000 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。

報道関係者からのお問い合わせ
Razer (Asia Pacific) Pte. Ltd. マーケティング開発 日本地域 担当 : 寺沢
Email: takuya.terasawa@razer.com / TEL: 080-4320-2996

Razer Huntsman
米国 $149.99 / ヨーロッパ € 159.99

Razer Huntsman Elite
米国 $199.99 / ヨーロッパ € 209.99

●押下圧 45 g の Razer オプトメカニカル™スイッチ
●最高 1 億キーストロークの耐久性
● 1,680 万色のカラーオプションでカスタマイズ可能な Chroma バックライト
●内蔵メモリーとクラウドのハイブリッドストレージ – 5 プロファイル
● Razer Synapse 3 対応
●完全にプログラム可能なキーとクイックマクロ記録機能
● 10 キーのロールオーバーとアンチゴースト機能
●ゲーミングモード
●編組ファイバーケーブル
● 1,000Hz ウルトラポーリング
●アルミ製マット仕上げのブラックトップカバー
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●アルミ製マット仕上げのブラックトップカバー
● 4 面アンダーグローライティングと全 38 か所のカスタマイズゾーン
●エルゴノミックリストレストと全 24 か所のアンダーグローライティングカスタマイズゾーン
●専用メディアコントロール
●多機能デジタルダイアル
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ビデオ：
https://youtu.be/FEixas-fdUI

Razer Huntsman と Razer Huntsman Elite の詳細については、

www.razer.com/gaming-keyboards-keypads/razer-huntsman-elite にアクセスしてください。


