
RAZER、 Android スマホ用ゲームパッド型コントローラー
「Razer Raiju Mobile」 を国内発売 

カチッとした押し心地で正確な入力を実現するタクタイルアクションボタン採用
Bluetooth 無線および USB-C 有線のどちらでも使用可能

スマートフォン専用アプリでスティック感度やマッピング変更が可能

Razer 2019 年 6 月 6 日付 報道発表資料

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、 Android スマートフォン用ゲームパッド型コントローラー 「Razer Raiju Mobile」（税抜希望
小売価格 19,800 円、 読み方：レイザー ライジュ モバイル、 以下、 Raiju Mobile）の国内販売を 2019 年 6 月 14 日（金）に開始
します。 同製品は、 Bluetooth® ワイヤレスおよび USB-C 端子による接続に対応し、 Android OS 搭載のスマートフォン（ver. 6.0 
Mashmallow 以降）および Windows OS（7 以降）のパソコンで使用できます。

Raiju Mobile 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 x Tsukumo（Tsukumo 
eX. 地下 1 階）および、 全国の au ショップ、 au オンラインショップ、 KDDI および沖縄セルラーの直営店（au SAPPORO、 au SENDAI、
au HONJOWASEDA、 au KASHIWA、 au SHINJUKU、 au み な と み ら い、 au NAGOYA、 au KYOTO、 au OSAKA、 au 
ABENO、 au FUKUOKA、 au HAKATA、 au NAHA） の各店舗で販売されます。

Raiju Mobile は、 Android スマートフォンのゲームをより直感的で慣れ親しんだスタイルでプレイするためのゲームパッド型コントローラーです。 Raiju 
Mobile には、 最大 79mm までの幅のスマートフォンを見やすい角度で設置できるスマートフォンクリップが搭載されています。 スマートフォンとの接続
には、 Bluetooth ワイヤレスまたは USB-C のどちらかを使用します。 Bluetooth では接続する機器とのペアリング情報を最大 2 台まで記憶する
ことができます。 充電には付属の USB ケーブルを使用し、 一度の充電で最大 23 時間の連続使用が可能です。

Raiju Mobile に搭載されているアクションボタンは、 押した際に指にカチッとした触感フィードバックがもどるタクタイルボタンを採用し、 より正確なボタ
ン入力をモバイルゲームで実現します。 Raiju Mobile のトリガーは、 アクセル操作などがし易いアナログ入力で深いストローク（押込み幅）を持つ
構造になっていますが、 ヘアトリガースイッチ（トリガー停止スイッチ）を切り替えることで、 素早く何度も撃ちやすい浅いストロークにすることもできます。
アナログスティックの感度および、 拡張ボタンは Android 専用アプリにより、 カスタマイズとプロファイルとしての保存が可能です。

有線モードで使用する場合には、 充電は不要です。 Windows で使用する際には、 専用ドライバーをインストールする必要があります。

Raiju Mobile は、 Android 標準のコントローラーに対応したゲームソフトで使用することができます。 日本国内でダウンロード可能なゲームアプリ一
覧は下記の Web ページでご確認いただけます。 　
http://rzr.to/raiju-mobile-games

Razer Raiju Mobile
( スマートフォンは付属しません）

https://www.au.com/retail/
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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 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 Gold 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

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/

製品名 Razer Raiju Mobile
読み方 レイザー ライジュ モバイル
型番 RZ06-02800100-R3M1
JAN 4589967501202
カラー ブラック
発表日 2019/6/6
発売日 2019/6/14
税抜希望小売価格 19,800 円
税込希望小売価格 21,384 円
カテゴリー スマートフォン用ゲームコントローラー
サイズ mm (W x D x H) 159.4 x 125 x 66
重量 g 306
ケーブル長 m 充電用 USB ケーブル（USB-C - USB-A）: 約 1.9 

スマートフォン接続用 USB-C ケーブル（USB-C - USB-C）: 約 0.15
対応プラットフォーム Android OS (6.0 Mashmallow 以降）、 Windows 7 以降（一部機能制限があります）
入力コマンド A ・ B ・ X ・ Y ・ R1 ・ R2 ・ L1 ・ L2 ・ M1* ・ M2* ・ M3* ・ M4* ・ 方向パッド（上下左右）・ 左スティック ( 押込みを含む）・ 右スティック（押込みを含む）・

START ・ HOME* ・ BACK* ・ SELECT 
注 : Windows OS 上では、 5 軸＋ 10 ボタン＋ 8 方向 POV として認識され、 * 印のボタンは個別ボタンとして認識されません。

機能ボタン ・ スイッチ、 端子 マルチファンクションボタン（START ・ HOME ・ BACK ・ SELECT）搭載、 メカタクタイルアクションボタン採用、 ヘアトリガーストップスイッチ x 2、 モードスイッ
チ（BT1 ・ BT2 ・ USB）、 USB-C 端子、 角度調整機能付スマートフォンクリップ（最大幅 79mm までのスマートフォンに対応）

交換パーツ なし
ソフトウェア Razer Raiju Mobile 専用アプリ
対応 OS Android OS (6.0 Mashmallow 以降）、 Windows 7 以降（一部機能制限があります）
バックライト なし
接続方式 Bluetooth または USB
バッテリータイプ 内蔵型リチウムイオン
連続使用時間（最大） 約 23 時間
フル充電時間 約 4 時間
保証期間 1 年
付属品 スマートフォン有線接続用 USB － C ケーブル、 充電用 USB-C - USB-A ケーブル、 ロゴステッカー
備考 Android OS コントローラー互換ゲームリスト（日本語）：　https://www2.razer.com/jp-jp/raiju-mobile-compatibility-list 

Android OS 用アプリダウンロード： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.razer.raijumobile.en&hl=  
Windows 7 以降用ドライバーインストーラー ダウンロード :  http://rzr.to/wQNdc

製品 Web ページ（日本語） https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-controllers/razer-raiju-mobile
画像データ http://firestorage.jp/download/8ff5020fd7c4bbffd4b676e4dae164f5255f3453

製品概要（スペック）


