
製品名 Razer DeathAdder V2 Halo Infinite Edition

読み方
レイザー デスアダーブイツー

ヘイロー インフィニット エディション

型番 RZ01-03210300-R3M1
JAN 4571585634424
カラー HALO Infinite
発表日 2021/12/2
発売日 2021/12/10
税込希望小売価格 10,980円
カテゴリー ゲーミングマウス
概算サイズ mm (L x W x H) 127.0   x 61.7  x 42.7
概算重量 g 82
ケーブル長 m 2.1

メインマウスボタン
スイッチタイプ

Razer オプティカルマウススイッチ

マウススイッチ耐久性 7,000 万クリック 

トラッキング センサータイプ オプティカルセンサー
解像度DPI 20,000 DPI 

対スピード性能IPS 650
加速度 50G
ボタン数 8
スクロールホイール 搭載
オンボードメモリ 搭載 （※最大5プロファイル）

ポーリングレート 125Hz (8ms) / 500Hz (2ms) / 1,000Hz (1ms)
ソフトウェア  Razer Synapse 3

対応OS Windows 7（64ビット）以降

バックライト あり

接続方式 Razer Speedflex Cable

保証期間 2年
付属品 THSロゴステッカー

備考

・解像精度 99.6% の True 20,000 DPI Focus+ オプティカルセンサー
・耐クリック回数 7,000 万回の Razer™ オプティカルマウススイッチ
・個別にプログラムできる (7+1) 個のボタン
・テクスチャ仕上げのサイドグリップを備えた右利き用エルゴノミックデザイン
・ゲーミンググレードのタクタイルスクロールホイール

製品URL日本語 https://www2.razer.com/jp-jp/campaigns/halo-infinite



製品名 Razer BlackWidow V3 Halo Infinite Edition

読み方
レイザー ブラックウィドウ ブイスリー
ヘイロー インフィニット エディション

型番 RZ03-03542600-R3M1
JAN 4571585634462
カラー HALO Infinite
発表日 2021/12/2
発売日 2021/12/10
税込希望小売価格 ¥23,800
カテゴリー メカニカルキーボード（Green）
概算サイズ mm (W x D x H) 158 x 451 x 42.3mm (リストレストなし）
重量 g 1,140 （リストレストなし）
ケーブル長 m 約2.1
リストレスト あり
キーレイアウト 英語配列

キースイッチデザイン
メカニカルスイッチ

（Razer Green Switch）

キーストローク寿命 8,000万回
キーストローク 4.0mm
アクチュエーション 1.9mm

リセット/アクチュエーションポイン
トの差

1 ± 0.4 mm

押下圧 50G
同時押し対応 Nキーロールオーバー
オンボードメモリ 搭載
ポーリングレート 1,000Hz
マルチメディア マルチファンクションデジタルダイアル
ソフトウェア Synapse 3
対応OS 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）
接続方式 USB
パススルー付属端子 なし
保証期間 2年
付属品 THSロゴステッカー

備考

・ゲーム専用設計の Razer™メカニカルスイッチ
・8,000万回のキーストローク寿命
・1,680万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer
Chroma ™ RGB バックライト
・エルゴノミックリストレスト
・マルチファンクションデジタルダイアル
・専用メディアキー
・オンボードメモリとクラウドのハイブリッドストレージ – 最大 5 プロ
ファイル

製品URL日本語 https://www2.razer.com/jp-jp/campaigns/halo-infinite



製品名 Razer Kaira Pro Halo Infinite Edition

読み方
レイザー カイラ プロ

ヘイロー インフィニット エディション

型番 RZ04-03470200-R3M1
JAN 4571585634493
カラー HALO Infinite
発表日 2021/12/2
発売日 2021/12/10
税込希望小売価格 ¥22,800
カテゴリー ゲーミングヘッドセット
概算サイズ mm (L x W x H) (L): 191mm (W):158mm (H):90mm
重量 g 330
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 20Hz - 20kHz
インピーダンス 32Ω(@1kHz)
感度 108 dB ± 3dB

ドライバータイプ
50mm径

RAZER™ TRIFORCEドライバー

マイクタイプ
RAZER™ HYPERCLEAR

スーパーカーディオイドマイク

マイク感度 -42dB±3 dB  (@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(イヤーカップ） 音量ダイヤル、電源スイッチ、マイクミュート
ソフトウェア なし

対応機種

・Xbox One / Xbox One S / Xbox One X/ Xbox Series X
・Android 8.0 および iOS 11 (以降)
・Bluetooth オーディオ対応デバイス
・PC (Windows 10 以降)*
*Xbox ワイヤレス アダプター for Windows 10 が必要となる場合が
あります (別売)

バックライト なし
接続方式 Xbox Wireless、Bluetooth 5.0、
保証期間 2年
付属品 THSロゴステッカー

備考

・Razer™ TriForce 50mm ドライバー
・Razer™ HyperClear カーディオイドマイク
・FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション
・Windows Sonic に対応
・オンヘッドセットコントロール
・プラットフォームを超えた互換性

製品URL日本語 https://www2.razer.com/jp-jp/campaigns/halo-infinite



製品名
Razer Goliathus Chroma Extended

Halo Infinite Edition

読み方
レイザー ゴライアタス クローマ エクステンデッド

ヘイロー インフィニット エディション

型番 RZ02-02500600-R3M1
JAN 4571585634455
カラー HALO Infinite
発表日 2021/12/2
発売日 2021/12/23
税込希望小売価格 ¥10,980
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 なし

備考

・Razer Chroma™ 対応
・スピードとコントロールを両方兼ね備えたプレイスタイルに
・あらゆるマウスやセンサーに合わせて最適化された表面加工
・デバイス間での発光色同期

製品URL日本語 https://www2.razer.com/jp-jp/campaigns/halo-infinite
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