
製品名
BlackWidow V3 Mini

HyperSpeed - Phantom Pudding Edition (Green
Switch)

BlackWidow V3 Mini
HyperSpeed - Phantom Pudding Edition (Yellow

Switch)

読み⽅
ブラックウィドウブイスリー ミニ ハイパースピード –

ファントムプディング
エディション グリーンスイッチ

（英語配列）

ブラックウィドウブイスリー ミニ ハイパースピード –
ファントムプディング

エディション イエロースイッチ
（英語配列）

型番 RZ03-03892000-R3M1 RZ03-03891900-R3M1

JAN 4571585633984 4571585633977

カラー ブラック ブラック

発表⽇ 9/17/2021 9/17/2021

発売⽇ 9/30/2021 9/30/2021

希望小売価格（税込） ¥26,800 ¥26,800

カテゴリー Razer メカニカルキーボード Razer メカニカルキーボード

概算サイズ mm (L x W x H) (L):131mm (W):319mm (H):41mm (L):131mm (W):319mm (H):41mm

重量 g 799 799

ケーブル⻑ m 約1.7 約1.7

キースイッチデザイン
メカニカルスイッチ

（Razer Green Switch）
メカニカルスイッチ

（Razer Yellow  Switch）
キーストローク 8,000万回 8,000万回
アクチュエーション 1.9mm 1.2mm

リセット/アクチュエーションポイントの差 0.4mm 0.0mm

押下圧 50G 45G

同時押し対応 Nキーロールオーバー Nキーロールオーバー

オンボードメモリ 5 5

ポーリングレート 1,000Hz 1,000Hz

マルチメディア なし なし

ソフトウェア Synapse 3 Synapse 3

対応OS Windows 7以降 Windows 7以降

バックライト 搭載
（個別カスタマイズおよびRazer Chroma対応）

搭載
（個別カスタマイズおよびRazer Chroma対応）

接続⽅式 USB、2.4Hz、Bluetooth USB、2.4Hz、Bluetooth

保証期間 2年 2年

付属品 ロゴステッカー、ケーブル ロゴステッカー、ケーブル

備考

・Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 Ghz)、
Bluetooth、USB-C による接続
・Razer™ HyperSpeed のマルチデバイスサポート
・ダブルショット ABS キーキャップ
・Razer Green Switch
・Razer Chroma RGB バックライティングによる個別
にバックライトが光るキー
・Razer Synapse 3対応

・Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 Ghz)、
Bluetooth、USB-C による接続
・Razer™ HyperSpeed のマルチデバイスサポート
・ダブルショット ABS キーキャップ
・Razer Green Switch
・Razer Chroma RGB バックライティングによる個別
にバックライトが光るキー
・Razer Synapse 3対応

製品URL⽇本語
https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
keyboards-keypads/razer-blackwidow-
v3-mini-hyperspeed

https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
keyboards-keypads/razer-blackwidow-
v3-mini-hyperspeed



製品名 Razer Phantom Keycap Upgrade Set - Black Razer Phantom Keycap Upgrade Set - White

読み方
レイザー ファントム キーキャップ アップグレード

セット - ブラック
レイザー ファントム キーキャップ アップグレード

セット - ホワイト

型番 RC21-01740100-R3M1 RC21-01740200-R3M1

JAN 4571585633847 4571585633854

カラー ブラック ホワイト

発表日 9/17/2021 9/17/2021

発売日 9/30/2021 9/30/2021

希望小売価格（税込） ¥4,980 ¥4,980

カテゴリー キーキャップ キーキャップ

概算サイズ mm (L x W x H) - -

重量 g - -

ケーブル長 m なし なし

配列
US / UK レイアウトに対応した 128 個のキー

キャップ
US / UK レイアウトに対応した 128 個のキー

キャップ

対応機種
Razer すべてのミニ、テンキーレス (TKL)、フル
サイズのメカニカル/オプティカルキーボード

Razer すべてのミニ、テンキーレス (TKL)、フル
サイズのメカニカル/オプティカルキーボード

バックライト
対応

（個別カスタマイズおよびRazer Chroma対応）
対応

（個別カスタマイズおよびRazer Chroma対応）

保証期間 1年 1年

付属品
ロゴオプティカル/メカニカルキーボード用の追加の
スタビライザー、キーキャッププル、ロゴステッカー

ロゴオプティカル/メカニカルキーボード用の追加の
スタビライザー、キーキャッププル、ロゴステッカー

備考

• ABS 素材
• バックライト対応
•すべてのRazerメカニカル/オプティカルキーボード
に対応
• ほとんどの十字型軸スイッチに対応
• 標準 US / UK レイアウトに対応

• ABS 素材
• バックライト対応
•すべてのRazerメカニカル/オプティカルキーボード
に対応
• ほとんどの十字型軸スイッチに対応
• 標準 US / UK レイアウトに対応

製品URL日本語

https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
accessories/razer-phantom-keycap-
upgrade-set

https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
accessories/razer-phantom-keycap-
upgrade-set


