
RAZER、 ゲーミングマウス 「Basilisk Essential」 を国内発売 

True 6,400 DPI オプティカルセンサー採用
マルチファンクショナルパドルを含め 7 つのボタンを搭載

2,000 万回のクリック耐久性を誇る Razer メカニカルマウススイッチ採用

Razer ニュースリリース 

2019 年 3 月 26 日

ゲーマー向けデバイスおよびソフトウェアの分野における世界的リーダー企業 Razer ™（本社 : 米国 カリフォルニア州およびシンガポール、 共同
創業者兼 CEO : Min-Liang Tan） は、 7 ボタンを搭載し、 6,400DPI オプティカルトラッキングセンサーを採用したゲーミングマウス 「Razer 
Basilisk Essential」（税抜希望小売価格 6,480 円、 読み方：レイザー バシリスク エッセンシャル、 以下、 Basilisk Essential）の国
内販売を 2019 年 3 月 29 日（金）に開始します。 接続は USB で、 パソコン（Windows 7 以降）に対応します。 同製品は、 Razer
社の国内正規流通代理店 MSY 株式会社を通じて、 全国の家電量販店、 PC ショップ、 オンラインショップ等で販売されます。

Basilisk Essential は、 True 6,400 DPI オプティカル（光学式）センサーを採用したゲーミングマウスです。 センサーの対スピード性能は
220IPS で、 最大秒速 5.56m のマウスの動きを正確に入力することが可能です。

Basilisk Essential に搭載されるボタンは、 ホイールボタンとマルチファンクショナルパドルを含めて７個あり、 DPI 感度の切り替えやボイスチャッ
ト操作なども自然に行えるほか、 HyperShift 機能を活用することで、 割り当てコマンドを倍増させることも可能です。 マルチファンクショナルパ
ドルは、 使用しない場合には取り外してラバー製の付属カバーで塞ぐことも可能です。

メインボタンには、 Razer メカニカルマウススイッチを採用し、 最大 2,000 万クリックまでの耐久性を実現しています。

Basilisk Essential 上のロゴはバックライトにより 1,680 万色に点灯させることができ、 ゲームや観ている画面に連動したエフェクトなどを楽し
むことができるほか、 Razer Chroma 対応の他のデバイス（キーボードやマウスマット等）と連動したエフェクトを設定することも可能です。

Razer Basilisk Essential



製品名 Razer Basilisk Essential
読み方 レイザー バシリスク エッセンシャル
型番 RZ01-02650100-R3M1
JAN 4589967499318 
カラー ブラック
発表日 2019/3/26
発売日 2019/3/29
税抜希望小売価格 6,480 円
税込希望小売価格 6,998 円
カテゴリー ゲーミングマウス
サイズ mm (W x D x H) 123.8 x 74.8 x 42.2
重量 g 95
ケーブル長 m 2.1
センサータイプ オプティカルセンサー
解像度 DPI True 6,400
対スピード性能 IPS 220
加速度 G 30
ボタン数 7
スクロールホイール 搭載
オンボードメモリ なし
ポーリングレート 500Hz(2ms) / 1,000Hz(1ms)
ソフトウェア Synapse 3
対応 OS Windows 7 以降
バックライト 搭載（Razer Chroma 対応）
接続方式 USB
保証期間 2 年
付属品 ロゴステッカー、 マルチファンクショナルパドル
備考 2,000 万クリックにまで対応するメカニカルスイッチ採用。 6,400DPI オプティカルセンサー搭載。

エルゴノミクスデザイン採用。 マルチファンクショナルパドル搭載
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* © 2019 Razer Inc. All rights reserved.
* 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。
* その他、 記載されている会社名、 製品名は、 各社の登録商標または商標です。

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、 また、 Razer Pay では、 若者およびミレニアル世代のために開発
された e ウォレットです。
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

一般の方からのお問い合わせ
Razer カスタマーサポート（周辺機器）
Email: game-support@msygroup.com  / TEL: 048-934-5003  

販売店様からのお問い合わせ
MSY 株式会社　セールス＆マーケティング担当：森嶋
Email: jm@msygroup.com
TEL:03-3372-6655 / FAX:03-3372-6657

Razer 社公式リンク
Razer 日本公式サイト：www.razer.com/jp-jp/
RazerJP ツイッターアカウント：twitter.com/razerjp/


