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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、 メッシュ機能対応の高性能 WiFi ルーター 「Razer Sila」（税抜希望小売価格 39,800 円、
読み方：レイザー シラ、 以下、 Razer Sila）の国内販売を 2019 年 4 月 26 日（金）に開始しました。 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、 東京秋葉原の Razer Store x Tsukumo（Tsukumo eX. 地下 1 階）で発売中です。

Razer Sila は、PC やスマートフォン、タブレットでゲームやストリーミングをご家庭で快適に楽しむためのメッシュ機能対応の高性能 WiFi ルーター
です。
Razer Sila には信頼性が高く、 極めて高速な WiFi を提供するために Razer FasTrack 機能を搭載しています。 同 FasTrack 機能は、
QoS エンジンで、 ユーザーが使用するアプリケーションおよびデバイスにより優先順位を任意で決定することができ、 ゲームやストリーミングで使用
するデバイスの通信スピードを最大限に設定することができるほか、 家庭用ゲーム機を自動検出して最適化したり、 オンラインゲーム用に自動
的に帯域を設定するゲーミングモードも搭載されています。

また Razer Sila は、 特許取得技術であるマルチチャンネル Zero-Wait DFS テクノロジーを搭載し、 混雑する WiFi ネットワークの中から自
動的に最も空いている帯域を見つけ出し、 切断することなく高速通信を維持することを可能としています。

Razer Silaには、2台以上のRazer Silaを使用してメッシュネットワークを構築する機能を搭載しており、2台のRazer Silaでは最大6,000
平方フィート（約 557.4 平方メートル）の複数階にわたる WiFi メッシュネットワークができ、3 台使用することで、最大 9,000 平方フィート（約
836.1 平方メートル）までの高速ネットワークの構築も可能になります。

Razer Sila は、 専用バックホールを備えたトライバンド対応のメッシュ WiFi ルーターで、 複数台使用することで広いエリアを高速で安定した
WiFi 環境を構築することができます。

Razer Sila は、 ブラウザを使用して設定画面にアクセスできるほか、 iOS および Android OS に対応した専用アプリにより、 設定変更を簡
単に行うことができます。

Razer Sila



Razer - For Gamers. By Gamers. ™
# # #

* © 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 6,000 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両方に本拠地を置き、 世界 18 ヵ所にオフィスがあり、 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: 03-3643-3340

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

製品名 Razer Sila
読み方 レイザー シラ
型番 RZ37-02510100-R3U1
JAN 4589967501028
カラー ブラック
発表日 2019/5/23
発売日 2019/4/26
税抜希望小売価格 39,800 円
税込希望小売価格 42,984 円
カテゴリー ルーター
サイズ mm (W x D x H) 217 x 175 x 42.5
重量 g 890
ケーブル長 m 約 2.0 (LAN ケーブル）

約 1.7（電源ケーブル）
ワイヤレス仕様 トライバンド AC3000

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
　　　　　　- 802.11n: 最大 400 Mbps

　　　　　　　　　　　　　　　　- 802.11ac: 最大 1734 Mbps + 866 Mbps
セキュリティ WPA / WPA2-PSK
アンテナ 内蔵型高性能ハイゲインアンテナ x 9 本
その他の特長 Razer FasTrack QoS エンジン

マルチチャンネル ZeroWait DFS
Tri-Band メッシュサポートと専用バックホールチャンネル
マルチユーザー MIMO とビームフォーミングテクノロジー

インテリジェントアクティブステアリング
独立型ゲストネットワークサポート

Android または iOS デバイスによる簡単なアプリ設定
接続 I/F 1 x Gigabit WAN ポート

3 x Gigabit LAN ポート
1 x USB 2.0 ポート
1 x USB 3.0 ポート

Android 用設定アプリダウン
ロード URL https://play.google.com/store/apps/details?id=com.razer.wifi

iOS 用設定アプリダウンロード
URL https://itunes.apple.com/jp/app/id1378824056

バックライト あり（Razer Chroma 非対応）
接続方式 イーサネット
最大動作距離 約 3,000 平方フィート（約 278.7 平方メートル）
保証期間 1 年
付属品 イーサネットケーブル（2m)、 AC アダプター（日本対応プラグアダプター付属）
製品 URL 日本語 https://www2.razer.com/jp-jp/desktops-and-networking/razer-sila
製造国 中国
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