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

6,400 DPI オプティカルセンサー採用、 5 つのプログラマブルボタン搭載
アクセサリー 「Utility Bag」 「Keyboard Bag V2」 「Rogue Backpack V2 15.6」 も同時発売

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、 ゲーミングマウス 「Razer DeathAdder Essential」（税抜希望小売価格 5,980 円、 読み方：
レイザー デスアダー エッセンシャル、以下、DeathAdder Essential）の国内販売を 2019 年 7 月 26 日（金）に開始します。 同製品は、
Windows 7（64bit）以降に対応します。 また、 Razer 新アクセサリー 「Razer Utility Bag」（レイザー ユーティリティ　バッグ / 税抜希
望小売価格 : 7,980 円）、 「Razer Rogue Backpack V2 15.6"」（レイザー ローグ バックパック ブイツー 15.6 インチ / 税抜希望小売
価格 12,800 円 )、 「Razer Keyboard Bag V2」（レイザー キーボードバッグ ブイツー / 税抜希望小売価格 : 4,980 円 ) も同時発売し
ます。 上記製品は、 Razer 社の国内正規流通代理店 MSY 株式会社を通じて、 全国の PC ショップ、 オンラインショップ等で販売されます。

DeathAdder Essential は、 同社のベストセラー 「DeathAdder 
Elite」 のエルゴノミックな形状をそのまま継承したコストパフォーマンスに優
れたゲーミングマウスです。 ゲーミンググレードのオプティカルセンサーを採用
し、 5 つのボタンとスクロールホイールを搭載します。 ロゴおよびスクロール
ホイールには、 単色グリーンのバックライトが施されています。 また、 同製
品は、 Razer Synapse 3 に対応しています。

Razer DeathAdder Essential

Razer Utility Bag は、 耐久性の高い 1680D バリスティックナイロン
を素材にしたバックパック（リュック）です。 15 インチ型までの大きさのノー
トパソコンを持ち運ぶのにも適しています。 外側は、 亀裂防止および防
水加工が施されています。 内部には整理しやすいセパレーターもついて
います。

Razer Utlity Bag

Razer Rogue Backpack V2 は、 亀裂防止および防水加工が外
側に施されたバックパック（リュック）で、 Razer Blade 15 など 15.6 イ
ンチまでのノートパソコンなどを持ち運ぶのに適しています。 内側には亀
裂が入りにくい TPU 素材を採用しています。 ブラック ・オン ・ブラックの控
え目な Razer のワードロゴがデザインにアクセントをつけています。

Razer Rogue Backpack V2

Razer Keyboard Bag V2 は、 ゲーミングキーボードにダメージを与え
ずに持ち運ぶのに適した耐久性の高い素材でできたキーボード専用ソフ
トバッグです。 ケーブルもまとめやすい構造になっています。 ショルダーベル
トにはソフトなパッドも施され、 快適に持ち運べます。

Razer Keyboard Bag V2



製品名 Razer DeathAdder Essential
読み方 レイザー デスアダー エッセンシャル
型番 RZ01-02540100-R3M1
JAN 4589967499110
カラー ブラック
発表日 2019/7/18
発売日 2019/7/26
税抜希望小売価格 5,980 円
税込希望小売価格 6,458 円
カテゴリー ゲーミングマウス
サイズ mm (W x D x H) 127 x 73 x 43
重量 g 96
ケーブル長 m 1.8
センサータイプ オプティカルセンサー
解像度 DPI True 6,400 DPI
対スピード性能 IPS 220
加速度 30G
ボタン数 5
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 125Hz (8ms) / 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（グリーン単色）
接続方式 USB
保証期間 2 年
付属品 ロゴステッカー
備考 ・ True 6,400 DPI オプティカルセンサー搭載 

・ エルゴノミック フォームファクター 
・ ５つの Hyperresponse ボタン搭載 

・ 1,000 万クリック対応の長寿命マウススイッチ 
・ ロングセラー DeathAdder シリーズ

製品 URL 日本語 https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-mice/razer-deathadder-essential
画像素材 URL https://resource.razer.com/galleries/5acf1b22-5e43-4366-ae9d-8eddb65be0c0_cbc6d7b1-c36d-467a-8df1-

5bab1647b9e4-ExternalUser

製品概要（スペック）

製品名 Razer Rogue Backpack V2 
15.6 inch Razer Utility Bag Razer Keyboard Bag V2

読み方 レイザー ローグ バックパック ブイツー 15.6
インチ レイザー ユーティリティ バッグ レイザー キーボードバッグ ブイツー

型番 RC81-03120101-0500 RC21-00730101-0000 RC21-01280101-0500
JAN 4589967501523 4589967501615 4589967501639
カラー ブラック ブラック ブラック

発表日 2019/7/18 2019/7/18 2019/7/18
発売日 2019/7/26 2019/7/26 2019/7/26

税抜希望小売価格 12,800 円 7,980 円 4,980 円
税込希望小売価格 13,824 円 8,618 円 5,378 円

カテゴリー アクセサリー　バッグ アクセサリー　バッグ アクセサリー　バッグ
サイズ mm (W x D x H) 320 x 170 x 459.7 320 x 70 x 520 505 x 225 x 60

重量 g 約 839 約 1,360 約 438
製造国 中国 中国 中国

製品 URL
https://www.razer.com/gaming-

accessories/razer-rouge-
backpack-15-v2

https://www2.razer.com/jp-jp/
store/razer-utility-backpack

https://www2.razer.com/jp-jp/
store/razer-keyboard-bag-v2
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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/


