
RAZER ピンクカラーの周辺機器の販売店舗を拡大

マウス、 キーボード、 マウスパッド、 ヘッドセット、 ヘッドセットスタンド、 ゲームパッド、 配信用マイク

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、 日本国内では一部店舗のみで販売していたピンクカラーのゲーミングデバイスの販売店舗を 2019
年 7 月 26 日より大幅に拡大し、 日本全国の PC ショップ、 オンラインショップ等でも販売を開始します。

今回販売店舗が拡大される製品ラインナップは以下の通りです。
・ ゲーミングマウス 「Razer Basilisk Quartz Pink」（レイザー バシリスク クォーツピンク、 税抜希望小売価格：8,800 円 )
・ ゲーミングキーボード 「Razer Huntsman Quartz Pink」（レイザー ハンツマン クォーツピンク、 税抜希望小売価格：20,800 円）
・ マウスパッド 「Razer Goliathus Extended Chroma Quartz Pink」（レイザー ゴライアタス エクステンデッド クローマ クォーツピンク、
税抜希望小売価格：7,500 円）
・ ヘッドセット 「Razer Kraken Quartz Pink」（レイザー クラーケン クォーツピンク、 税抜希望小売価格：10,800 円）
・ ゲームパッド 「Razer Raiju Tournament Edition Quartz Pink」（レイザー ライジュ トーナメント エディション クォーツピンク、 税抜
希望小売価格：19,880 円）
・ 配信用マイク 「Razer Seiren X Quartz Pink」（レイザー セイレン エックス クォーツピンク、 税抜希望小売価格：13,800 円）
・ ヘッドセットスタンド 「Razer Base Station Chroma Quartz Pink」（レイザー ベースステーション クローマ クォーツピンク、 税抜希望
小売価格：8,800 円）
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製品概要（スペック）
製品概要（スペック）

製品名 Razer Basilisk Quartz Pink
製品名 読み方 レイザー バシリスク クォーツ ピンク
製品カテゴリー ゲーミングマウス（オプティカルセンサー / 有線タイプ）
型番 RZ01-02330200-R3M1 
JAN コード 4589967501127
カラー クォーツピンク
希望小売価格（税抜） \8,800
希望小売価格（税込） \9,504
センサータイプ Razer 5G オプティカル（光学式）センサー
解像度 16,000 DPI
対スピード性能（IPS) 450 インチ / 秒
加速性能 50G
ボタン数 8
スクロールホイール ゲーミンググレード・負荷可変タイプ
ポーリングレート 最大 1000Hz（125Hz、500Hz、1000Hz から選択可）
本体サイズ mm（長さ x 幅 x 高さ） 124 x 75 x 43 
本体重量 g 約 107
ケーブル長 cm 210 
対応 OS Windows 7 以降 / Mac OS (10.9 以降 )

但し Razer Synapse 3 の機能を使用するには、Windows 8 以降が必要です。
対応ハードウェア USB 端子を搭載したパソコン

*Synapse 3 のインストールにはインターネット環境、および、
空きディスクスペース（Win: 500MB 以上、Mac 100MB 以上）が必要です。

制御ソフトウェア Razer Synapse ３
Razer Chroma 対応
主な機能 DPI クラッチ、クイック DPI 調節機能、スクロールホイール負荷調節機能
付属品 クラッチボタン（ショート / ロング）、ラバーサムキャップ
保証期間 2 年
製品 Web ページ URL https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-mice/razer-basilisk
製品画像ダウンロード URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_b445f1a2-

4c64-404b-bf7f-6dcb678b7ea3-ExternalUser

製品名 Razer Huntsman Quartz Pink
読み方 レイザー ハンツマン クォーツピンク（US 英語レイアウト）
型番 RZ03-02521800-R3M1
JAN コード 4589967501141
カラー クォーツピンク
希望小売価格（税抜） 20,800 円
希望小売価格（税込） 22,464 円
サイズ mm

（幅 x 奥行 x 高さ ) 444.5 x 140 x 36.5

重量 g 860
ケーブル長 m 約 1.9
レイアウト US 英語レイアウト
キーピッチ mm 1.9
押下圧 g 45
アクチュエーションポイント mm 1.5
リセットポイント mm 1.5
キーストローク mm 3.5
キースイッチ方式 Razer オプト・メカニカル
アンチゴースト機能 対応
最大同時押しキー数 10
ゲーミングモード 搭載
バックライト 搭載（Razer Chroma 対応）
オンボードメモリ ハイブリッド対応（オンボード＆クラウド）
マルチファンクションダイヤル・ボタン あり
リストレスト なし
付属品 THS ＆ Razer Chroma ロゴステッカー
対応 OS Windows 7 x64 以降
接続方式 USB
製品保証 2 年間
製品 Web ページ URL https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-keyboards-keypads/razer-huntsman
製品画像ダウンロード URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_9802363f-

bd77-4504-a3fd-ed8031252b62-ExternalUser



製品名 Razer Goliathus Extended Chroma Quartz Pink
読み方 レイザー ゴライアタス エクステンデッド クローマ クォーツピンク
型番 RZ02-02500316-R3M1
JAN 4589967501134 
カラー クォーツピンク
税抜希望小売価格 7,500 円
税込希望小売価格 8,100 円
カテゴリー マウスパッド
表面素材 クロス（布 / ポリエステル繊維）
裏面素材 ラバー（天然ゴムフォーム）
タイプ バランス（スピード＆コントロール）
サイズ mm (W x D x H) 920 x 294 x 3 （突起部分含まず）
重量 g 560
ケーブル長 m 2.1
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）ハイポリマー オプティック ファイバー採用 "
接続方式 USB
保証期間 1 年
付属品 Razer ロゴステッカー
製品 Web ページ URL https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-mouse-mats/razer-goliathus-chroma
製品画像ダウンロード URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_02f5cc9d-9d29-461c-9de3-

fd617cca135b-ExternalUser

製品名 Razer Kraken Quartz Pink
読み方 レイザー クラーケン クォーツピンク
型番 RZ04-02830300-R3M1
JAN 4589967501158
カラー クォーツピンク
税抜希望小売価格 10,800 円
税込希望小売価格 11,664 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) 180 x 98 x 205（ヘッドセット本体） 

54 x 65（イヤーカップ内径）
重量 g 322
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)
最大許容入力 30mW
ドライバータイプ 50mm 径ダイナミック型 ( ネオジム磁性体採用）
マイク感度 -45 ± 3dB (@1kHz)
マイク SN 比 60dB 以上
マイク周波数帯域 100Hz - 10kHz
マイク指向性 単一指向性
操作 インラインリモコン搭載（音量ダイヤル、 マイクミュートスイッチ）
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 PC、 ゲーム機、 スマートフォンなど
バックライト なし
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 スプリッターケーブル（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 冷却ジェル＆アイウェアリリーフデザインの Oval（楕円）イヤークッション採用。 アルミ製フレーム＋ソフトパッドのヘッドバンド。
製造国 中国
製品 Web ページ URL https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-audio/razer-kraken
製品画像ダウンロード URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_7717e582-3606-43b0-

aae9-8d7d6d23d0fe-ExternalUser

製品名 Razer Base Station Chroma Quartz Pink
読み方 レイザー ベースステーション クローマ クォーツピンク
型番 RC21-01190200-R3M1
JAN 4589967501189
カラー クォーツピンク
税抜希望小売価格 8,800 円
税込希望小売価格 9,504 円
カテゴリー アクセサリー ヘッドセットスタンド
サイズ mm (W x D x H) 125 x 245 x 145
重量 g 387
対応機種 Windows 7　以降の Windows OS を搭載したパソコン
バックライト 搭載（Razer Chroma 対応）
接続方式 USB
保証期間 1 年
備考 USB 3.0 * 3 ポートの Hub 機能搭載。 Chroma SDK 対応。 アンチスリップフィート採用
製造国 中国
製品 Web ページ URL https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-accessories/razer-base-station-chroma
製品画像ダウンロード URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_2a68342e-269a-4e72-

9707-0e29e004c1b5-ExternalUser



製品名 Razer Seiren X Quartz Pink
読み方 レイザー セイレン エックス クォーツピンク
カラー クォーツピンク
型番 RZ19-02290300-R3M1
JAN コード 4589967501165
希望小売価格（税抜） 13,800 円
希望小売価格（税込） 14,904 円
サイズ（幅 x 奥行 x 高さ）
mm 90 x 90 x 185

重量 g 383
ケーブル長 m 1.8
周波数特性 20Hz - 20kHz
電源（USB） 5V 200mA
感度 17.8mV/Pa (at 1kHz)
Max SPL 110dB (THD < 1% at 1kHz)
マイクカプセル Ø25mm コンデンサーカプセル
収音パターン スーパーカーディオイド（超単一指向性）
ビットレート 16bit
サンプルレート min 44.1kHz / max 48kHz
ヘッドフォン
アンプ部

インピーダンス 16 Ω以上
最大出力（RMS） 125mW(@32 Ω）
周波数特性 20Hz - 20kHz
SN 比 85dB 以上
全高調波歪み率（THD) 0.5% 以下（@1kHz)

バックライト なし
その他の特徴 モニター用ラグフリーヘッドフォン端子、

脱着可能なマイクスタンド、USB-MicroUSB ケーブル付属
システム要件 Windows (Win 7 以降）/ Mac (macOS 10.8 以降）

インターネット接続、空き USB ポート
接続方式 USB
製品保証 1 年
製品 Web ページ URL https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-audio/razer-seiren-x
製品画像ダウンロード URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_cad62132-

5d66-483f-b5ea-f0ce4a396988-ExternalUser

製品名 Razer Raiju Tournament Edition Quartz Pink
読み方 レイザー ライジュ トーナメント エディション クォーツ ピンク
型番 RZ06-02610200-R3A1
JAN 4589967501172
カラー クォーツピンク
税抜希望小売価格 19,880 円
税込希望小売価格 21,470 円
カテゴリー 家庭用ゲームコントローラー
サイズ mm (W x D x H) 155 x 106 x 66
重量 g 322
ケーブル長 m 約 2
対応プラットフォーム PlayStation®4、 Windows PC（Windows 7 以降）
入力コマンド 〇 ・ × ・ △ ・ □ ・ R1 ・ R2 ・ L1 ・ L2 ・ M1 ・ M2 ・ M3 ・ M4 ・ SHARE ・ OPTION ・ PS ボタン ・ 方向キー（上下左右）・ 左スティック ・

右スティック ・ タッチバッド ・ タッチボタン
機能ボタン ・ スイッチ、 端子 プロファイルリマップボタン、 設定ボタン、 ライティングボタン、 ロックボタン、 トリガーストップスイッチ、 モードスイッチ（PS4®BT ・ USB ・ PCBT）、

MircoUSB 端子、 ヘッドセット端子（3.5mm4 極ステレオミニ）* ヘッドセット端子は USB 接続時のみ動作します。
交換パーツ なし
オンボードメモリ あり
ソフトウェア Razer Raiju モバイルアプリ（iOS 用または Android 用）
対応 OS PlayStation®4、 Windows PC（Windows 7 以降）
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 19 時間
フル充電時間 約 4 時間
保証期間 1 年
付属品 USB-Micro USB ケーブル、 ロゴステッカー
製品 Web ページ URL https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-controllers/razer-raiju-tournament-edition
製品画像ダウンロード URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_4531d716-95f2-4a29-b8f0-

78b92723c456-ExternalUser
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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 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/

Razer Quartz Pink ラインナップ
* 上記画像内のスマートフォンは日本国内では未発売です。

* ノートパソコン（Razer Blade Stealth 13 Quartz）は、一部店舗で発売中です。


