
製品名
Razer PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set -

Classic Black
Razer PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set -

Razer Green
Razer PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set -

Mercury White
Razer PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set -

Quartz Pink

読み方
レイザー ピービーティー キーキャップ+コイルドケー

ブルアップグレードセット - クラシックブラック
レイザー ピービーティー キーキャップ+コイルドケー

ブルアップグレードセット - レイザーグリーン
レイザー ピービーティー キーキャップ+コイルドケー

ブルアップグレードセット - マーキュリーホワイト
レイザー ピービーティー キーキャップ+コイルドケー

ブルアップグレードセット - クォーツピンク

型番 RC21-01490800-R3M1 RC21-01490700-R3M1 RC21-01490900-R3M1 RC21-01491000-R3M1

JAN 4571585633816 4571585633809 4571585633823 4571585633830

カラー クラシックブラック レイザーグリーン マーキュリーホワイト クォーツピンク

発表日 9/17/2021 9/17/2021 9/17/2021 9/17/2021

発売日 9/30/2021 9/30/2021 9/30/2021 9/30/2021

希望小売価格（税込） ¥6,980 ¥6,980 ¥6,980 ¥6,980

カテゴリー キーキャップ キーキャップ 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
2,000 mm (伸ばした状態)

 1,150 mm (コイル状)
2,000 mm (伸ばした状態)

 1,150 mm (コイル状)
2,000 mm (伸ばした状態)

 1,150 mm (コイル状)
2,000 mm (伸ばした状態)

 1,150 mm (コイル状)

配列
US / UK レイアウトに対応した 120個のキーキャッ

プ
US / UK レイアウトに対応した 120個のキーキャッ

プ
US / UK レイアウトに対応した 120個のキーキャッ

プ
US / UK レイアウトに対応した 120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

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）
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 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

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

• ダブルショットPBT 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

• ダブルショットPBT 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

• ダブルショットPBT 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

• ダブルショットPBT 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-pbt-keycap-coiled-cable-
upgrade-set

https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
accessories/razer-pbt-keycap-coiled-cable-
upgrade-set

https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
accessories/razer-pbt-keycap-coiled-cable-
upgrade-set

https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
accessories/razer-pbt-keycap-coiled-cable-
upgrade-set



製品名
Razer Ergonomic Wrist Rest

for Mini Keyboards
Razer Ergonomic Wrist Rest
for Tenkeyless Keyboards

読み方
レイザー エルゴノミック リストレスト

フォー ミニキーボード
レイザー エルゴノミック リストレスト

フォー テンキーレスキーボード

型番 RC21-01720100-R3M1 RC21-01710100-R3M1

JAN 4571585633991 4571585634004

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） ¥2,980 ¥2,980

カテゴリー リストレスト リストレスト

概算サイズ mm (L x W x H) (L): 292.5mm (W):89.8mm (H):21.5mm (L): 356.1mm (W):89.8mm (H):21.5mm

重量 g 135 166

ケーブル長 m - -

対応機種  Razer ミニサイズキーボードに対応 Razer テンキーレスキーボードに対応

バックライト なし なし

保証期間 1年 1年

付属品 ロゴステッカー ロゴステッカー

備考

・ソフトなレザーレット製メモリーフォームクッション
・エルゴノミックデザイン
・滑り止めラバースタンド
・ミニサイズキーボード対応

・ソフトなレザーレット製メモリーフォームクッション
・エルゴノミックデザイン
・滑り止めラバースタンド
・テンキーレスサイズキーボード対応

製品URL日本語
https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
accessories/razer-ergonomic-wrist-rest

https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-
accessories/razer-ergonomic-wrist-rest


