
RAZER、 家庭用ゲーム機用ゲーミングヘッドセット
「Kraken X For Console」 を国内発売 

オーバーヘッド型で 250g の超軽量快適デザイン
自在に曲げれる単一指向性 ECM マイク採用

イヤーカップ上のリモコンで音量調整 ・ マイクミュート操作が可能

Razer 2019 年 7 月 18 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、 家庭用ゲーム機向けオーバーヘッド型ゲーミングヘッドセット 「Razer Kraken For Console」

（税抜希望小売価格 6,480 円、 読み方：レイザー クラーケン エックス フォー コンソール、 以下、 Kraken X for Console）の国内販売
を 2019 年 7 月 26 日（金）に開始します。 接続は 3.5mm ステレオミニ端子（4 極または 3 極 x 2）を使用し、 PlayStation®4 や
Nintendo Switch などの家庭用ゲーム機の他、 アナログ音声入出力端子を搭載したパソコン、 スマートフォン、 タブレットなどでもご使用いた
だけます。 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、 ゲームショップ、 オンラインショップ
等で販売されます。

Kraken X for Console は、 シンプルなアナログ接続を採用したゲーミングヘッドセットで、 PlayStation®4 や Nintendo Switch などの
家庭用ゲーム機ユーザー向けに開発されています。

Kraken X for Console の 1 番の特長は快適性です。 オーバーヘッド型の密閉式ヘッドセットでありながら、 250g と極めて軽量で、 ヘッドバ
ンド上のパッドやイヤークッションもソフトな素材を採用することで、 長時間のゲームプレイに使用しても快適性が持続するようにデザインされていま
す。

Kraken X for Console では、 カスタムチューンの 40mm ドライバーを採用し、 十分な音圧で高音質のオーディオを再現できます。
マイクは、 周囲の雑音の混入を防ぐ単一指向性の ECM マイクを採用しています。 マイクブームはベストなポジションにマイクを合わせやすい、 自
由に曲げられる構造になっております。

接続には、 3.5mm（4 極）のアナログオーディオ端子を使用します。 デスクトップパソコンなどで採用されているヘッドフォンとマイクが独立したタ
イプの端子（3 極 ピンク＆グリーン）にも対応するスプリッターケーブルも同梱されています。

Razer Kraken X for Console
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製品名 Razer Kraken X for Console
読み方 レイザー クラーケン エックス フォー コンソール
型番 RZ04-02890200-R3M1
JAN 4589967501608
カラー ブラック ( ブルーアクセント）
発表日 2019/7/18
発売日 2019/7/26
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 ゲーミングヘッドセット
サイズ mm (W x D x H) 160 x 88 x 210 
重量 g 250
ケーブル長 m 1.3
ヘッドセットタイプ オーバーヘッド
周波数特性 12Hz - 28kHz
インピーダンス 32 Ω (@1kHz)
感度 109dB (@1kHz)
ドライバータイプ 40mm 径ダイナミック型 ( ネオジム磁性体採用）
マイクタイプ ECM ブームマイク
マイク感度 -45 ± 3 dB （@1 kHz）
マイク SN 比 ≥ 60 dB
マイク周波数帯域 100 Hz - 10 kHz
マイク指向性 単一指向性 
操作 音量調節、 マイクミュート
バックライト なし
ソフトウェア なし
対応機種 アナログオーディオ端子（3.5mm ステレオミニ 4 極、 または 3 極 x 2）を搭載したゲーム機、 PC、 スマートフォンなど
接続方式 3.5mm ステレオミニ 4 極、 または、 3.5mm ステレオミニ 3 極 x 2（ピンク＆グリーン）
保証期間 2 年
付属品 スプリッター（3.5mm4 極ステレオミニ - 3.5mm 3 極ステレオミニ x 2 ピンク＆グリーン）
備考 ・ 250g の超軽量快適デザイン 

・ 自由に曲げられるマイクブーム採用の単一指向性マイク 
・ カスタムチューン 40mm ドライバー 

・ イヤーカップ上にリモコン（ボリューム、 マイクミュート）を搭載 
・ クロスプラットフォーム対応

製造国 中国
製品 URL 日本語 https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-audio/razer-kraken-x-for-console
画像素材 URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_f8ad1875-e339-4227-

9e96-b765fa223b92-ExternalUser

製品概要（スペック）

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: 03-6276-5977 

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/


