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1. キーボードの特徴

  • ホワイト LED 搭載ゲーミングキーボード 
  • かな刻印を廃し、シンプルでスタイリッシュなデザイン
      • 調整可能なイルミネーション： 50 %、100 %、脈 動、オフ
  • 5 つのマクロキーと 3 つのプロファイルキー
  • 個別に設定可能なキー機能
  • 5 つのゲームプロファイルは、ゲーム起動時に自動的に実行されるように設定可能
  • マルチメディア動作がプリセットされたファンクションキー 
  • マルチキーロールオーバー対応
  • 最大ポーリングレート： 1,000 Hz
  • 内蔵メモリ
  • 固定式パームレスト
  • 3 ブロックレイアウト
  • 金メッキ USB プラグ

 

2. ソフトウェアの特徴

  • キーに自由にコマンドを割り当てられ、ゲームやアプリケーション操作を快適に楽しめる
      • 5 つのゲームプロファイルを保存可能
  • キーにマクロ、マクロループ、キーコンビネーション、遅延時間、マウスイベント、
     マルチメディア動作などの機能を割り当てられる
  • バックライトの設定
  • ポーリングレートの設定と Windows キー無効化の設定

3. キーボード仕様



スイッチ技術  メンブラン方式 (ラバードーム)
コネクタ  USB
ケーブル長さ  160 cm
入力電圧  5 V
キーの動作寿命   最小 1000 万回のキーストローク
動作温度   0 °C ~ +40 °C
保存温度   -10 °C ~ +50 °C

キー数 106 + 5 マクロキー + 3 プロファイルキー
寸法 (L x W x H)  485 x 208 x 32 mm
ケーブル含む重量 1.21 kg 
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4. パッケージの内容

(A) バックライト
(B) プロファイルキー
(C) マクロキー
(D) SHARK ZONE       ファンクションキー
(E) マルチメディア動作がプリセットされたファンクションキー 
(F) LED のステータス表示

一部の SHARK ZONE K30 キーには追加機能がプリセットされています。 SHARK ZONE ファンクションキー        (D) 
を押すことにより、 それらの機能を使用できます。



B

• SHARK ZONE K30
• ソフトウェアとマニュアルの CD
• 1 セットの滑り止め付きスタンド

備考： 
万一部品が不足 、欠損していた場合は、下記のカスタマーサービ スへ、 ご連絡ください。
国内代理店　株式会社ゲート　カスタマーサポート係
TEL.03-5280-5285
E-mail: support@gate.co.jp 
受付時間　AM10:00~PM1:00　PM2:00~PM6:00 (土日祝日を除く)

A

C D

E F

5. SHARK ZONE K30 の概要

mailto:support%40gate.co.jp?subject=
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SHARK ZONE K30 ファンクションキー       (D) + Esc (A) キーを押すことにより、 SHARK ZONE K30 の 
バックライトを調整できます。Esc (A) キーを数回押すことにより、ライトの強度、脈動効果、ライトオフなどの
設定 (50 %、100 %、脈動、オフ) が可能です。 15 分間キー入力がないとき、LED は自動消灯します。

プロファイルキーを使うことにより、ゲームプロファイル 1-3 を迅速かつ簡単にスイッチすることができます。

備考： 
ゲーミングソフトウェアのインストール完了後、キーボードのプロファイルキーでプロファイルをスイッチする場合、
選択されたプロファイルはパソコン画面にあるタスクバーの上 (右下) に表示されます。 

5 つのキーを個別にプログラムでき、プリセット機能に素早くアクセスすることが可能です (9 をご参照)。

プリセットされたマルチメディア動作は、ファンクションキーと F5-F11 キーを押すことで起動されます：

*備考： 
Windows キーをオン/オフにするとき、現在の状態は、パソコン画面にあるタスクバーの上（右下）に表示されます。 

キーボードの右側にある "WIN" LED ランプは、Windows キーがオフされたときに点灯します (F)。



5.5 その他のショートカット

5.4 マルチメディア動作がプリセットされたファンクションキー (E)

5.3 マクロキー (C)

5.2 プロファイルキー (B)

5.1 バックライト (A)

 キーコンビネーション    機能
   + F5    停止   
   + F6    前のトラック
   + F7    再生/一時停止
   + F8    次のトラック
   + F9    ミュート   
   + F10    ボリュームダウン
   + F11    ボリュームアップ

 キーコンビネーション    機能
 + ESC    バックライト
 + F12   Windows キーをオン/オフにする *



SHARK ZONE K30 6

1. お使いのパソコンの USB ポートに SHARK ZONE K30 の USB プラグを接続します。

2. OS が自動的に SHARK ZONE K30 キーボードを認識し、必要なドライバをすべてインストールします。

3. SHARK ZONE K30 が認識されない場合、別の USB ポートに接続してみてください。

付属のゲーミングソフトウェアをインストールする前に、お使いの PC に他のキーボードソフトウェアがインストール
されていないことをご確認ください。 
インストールされている場合、続行する前に既存ソフトウェアをアンインストールしてください。

1. CD を CD/DVD ドライブに挿入してください。

2. ドライブを開きます (例えば D:\)。

3. "Gaming Software" のフォルダを開きます。

4. "SHARK ZONE K30 Configuration Setup" のセットアップファイルを実行し、画面の指示に従います。



7. ゲーミングソフトウェアのインストール

6. パソコンへの接続
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Windows タスクバーにある SHARK ZONE のアイコン        をダブルクリックしてゲーミングソフトウェアを
起動します。

備考： 
ゲーミングソフトウェアは、パソコンが実行されている間、バックグラウンドで実行されています。それは、すべての 
SHARK ZONE K30 の機能が常に利用できることを確保するために、必要です。
SHARK ZONE K30 のアイコンは、ゲーミングソフトウェアが実行されている間にも、タスクバーに表示されます。



5. “完了”をクリックしてインストールを終了します。

インストール完了後、タスクバーに SHARK ZONE K30 のアイコン      が表示されます。
ゲーミングソフトウェアは、お使いの PC に正常にインストールされています。

8.1 プログラムの起動

8. ゲーミングソフトウェアの設定
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メインコントロールでは、ゲームプロファイルを作成・編集・保存することができ、またはお好みに従い、単一のキー
に割り当てることもできます。マクロ設定と詳細設定もできます。必要の場合、工場出荷時のデフォルト値にリセット
することもできます。



8.2 メインコントロール
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D

(A) 設定したいプロファイルを選択してクリックします。選択されたプロファイルは黄色で表示されます。
       ”適用”をクリックして、全ての変更を適用します。

(B) プロファイルの作成・編集・保存・開くを行います。

(C) マクロマネージャーを開きます。

(D) 全てのキーは個別に割り当てられます。

(E) 工場出荷時のデフォルト値にリセットします。

A

B

E C
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キーにカーソルを合わせると、割り当てられるキーが青色で表示されま
す。キーの設定を行いたいとき、お好みのキーを選択してマウスの左ボタ
ンをクリックすると、“キーアサインの設定” メニューが出てきます。
割り当てできないキーはカーソルを合わせても、青色で表示されませ
ん。

キーの現行設定は、赤色で表示されます。

単一のキー、マウスボタンやマウスイベントの設定を行うことができま
す。”OK”をクリックして、設定を確認します。設定変更されたキーはオレン
ジ色で表示されます。それにより、割り当て変更されたキーを一目でわか
り、再編集またはリセットにも容易です。

プロファイルの変更を有効にするには、”適用”をクリックしてください。

お好みのプロファイル設定を保存すれば、再利用や再編集に便利です。
なお、ゲームプロファイルは、ゲームやアプリケーションとのパス設定も
行えます。 ゲームの起動時に、ゲームプロファイルを自動的にアクティブ
されます。

“プロファイル作成“をクリックして、ゲームプロファイルを新規作成しま
す。

“プロファイル名”の下のボックスにファイル名を入力して、パス設定した
いゲームやアプリケーションを選択します。

“OK“をクリックします。

これで、ゲームプロファイルの設定済みでメインコントロールに保存され
ます。

備考： 
1 つのゲームまたはアプリケーションは、複数のプロファイルに設定され
ている場合、最も小さい番号のプロファイルがアクティブされることにな
ります。



8.3 キーアサイン

8.4 ゲームプロファイルの 作成
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メインコントロールまたはマクロ設定にある“プロファイル保存”をクリック
してゲームプロファイルを保存します。

ファイル名を入力して .gkp ファイルの形式でゲームプロファイルを保存し
ます。

備考： 
全てのゲームプロファイルはデフォルトで SHARK ZONE K30 installation 
フォルダの中の "config" フォルダに保存されています。お好みによって他
のフォルダに保存することもできます。



“プロファイル開く“をクリックして保存されているゲームプロファイルをリストから選択してロードします。

“プロファイル編集”をクリックしてゲームプロファイルを編集・再編集します。編集完了後、ゲームプロファイルを保存
してください (8.5 をご参照)

ここでマクロの記録、保存、削除を行います。

マクロマネージャーを開き、設定画面に入ります。 “新規作成”をクリックしてマクロを新規作成します。マクロ名 
(半角で最大15文字) を入力して Enter キーで確認します。 

8.5 ゲームプロファイルの保存 

8.8 マクロマネージャー

8.7 ゲームプロファイルの編集

8.6 ゲームプロファイルを開く

8.8.1 マクロの記録

新規作成されたマクロは黄色
で表示されます。記録、間隔を
記録、繰り返し数のオプション
設定があります。キーストロー
クの間の遅延の記録または繰
り返し回数の指定などができま
す。これらの設定は、マクロマネ
ージャーにある“オプション”設
定で行います。



SHARK ZONE K30 12



“記録開始”を選択してマクロを記録します。キーシーケンスを設定します。“オプション”の下にある.“記録停止”をクリ
ックして記録を終了します。 “OK” をクリックしてマクロマネージャーから出ます。これでマクロが保存され、任意のプ
ロファイルに利用できます (9.1.1 をご参照) 。

備考：
1 つのマクロに最大 25 キーシーケンスを記録可能です。最大値に達すと、記録を自動停止します。繰り返し
数は最大 255 です。

各キーストロークは、マクロマネージャーで、編集・変更・削除することがで
きます。また、マウスイベントをマクロに挿入することができます。

変更したい場合、マクロマネージャーで編集したいマクロを選択します。
選択されたマクロは黄色で表示されます。“キーシーケンス”で記録された
すべてのキーストロークが表示され、遅延時間はミリ秒単位で表示されま
す。すべての入力は、連続的に記録されています。最初の入力はリストの上
部に表示されます。

“キーシーケンス”でマウスの右ボタンをクリックして変更を行います。
変更したい内容を選択してください (例えば追加のキーストロークの記録、
遅延時間の挿入・編集、マウスイベントの挿入)。

8.8.2 マクロの編集
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8.8.2.1 追加のキーストロークの記録 

“前に記録を開始する” または “後に記録を開始する” を選択して追加のキ
ーストロークを記録します。キーストロークを選び、お好みによって選定され
たキーストロークの前か後かにキーストロークを追加記録します。
“オプション”の下にある“記録停止” をクリックして記録を終了します。

ご注意：
キーシーケンスにキーストロークを追加するとき、必ず“前に記録を開始する” 
或いは“後に記録を開始する”を使って追加記録してください。“オプション”の下
にある“記録停止”をクリックして記録を終了します。

8.8.2.2 遅延時間の挿入/編集

前に遅延（間隔）を挿入したいコマンドをキーシーケンスから選択します。マ
ウスの右ボタンをクリックしてメニューを開きます。“遅延挿入“ を選択しま
す。基準値の 1ms が挿入されます。 “遅延編集”をクリックして遅延時間を調
整できます。

変更したい場合、遅延時間を選択してマウスの左ボタンをクロックして調整
します。選択された遅延時間は黄色で表示されます。マウスの右ボタンをク
リックしてメニューを開き、“遅延編集”を選択してください。これで、ミリ秒単
位で時間を挿入することができます。Enter キーを押して変更内容を確定し
ます。

8.8.2.3 マウスイベントの挿入

前にマウスイベントを挿入したいコマンドをキーシーケンスから選択しま
す。マウスの右ボタンをクリッククリックして、メニューを開きます。“マウスイ
ベント挿入“ を選択し、マウスボタンと動作を設定します。
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8.8.2.4 記録の削除

全てのキーストローク、マウスイベント、遅延時間を個別に削除可能です。削除したいコマンドをキーシーケンスから
選択します。選択されたコマンドは黄色で表示されます。マウスの右ボタンをクリックして、メニューを開きます。“削
除“を選択してコマンドをキーシーケンスから削除します。

備考：
内容変更されたマクロはキーに改めて割り当てる必要があります（9.1.1をご参照）。プロファイルの中にある”
適用”をクリックして、変更内容を確認して設定を更新します。

マクロを削除したいとき、削除したいマクロをマクロマネージャーから選択します。選択されたマクロは黄色で表示
されます。“削除”をクリックすると、警告画面が出ます。削除確認してマクロを削除します。

備考：
マクロはキーボードの内蔵メモリに保存されており、マクロ設定でキーをリセットして削除されたマクロをキーの割
り当てから削除する必要があります(9.1.5 をご参照）。

全てのプロファイル及びマクロ設定を工場出荷時のデフォルト値に戻す機能です。

8.8.3 マクロの削除

8.9 工場出荷時のデフォルト値に戻す
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9. マクロ設定

1 つのプロファイルには、11 個のキーへのマクロ・追加機能割り当てを保存できます。

機能を割り当てたいとき、カーソルをキーの隣のボックスに移動してマウ
スの左ボタンをクリックすると、マニューが出てきます。マニューに設定可
能な機能が表示されます(例えば、マクロの指定、メディアプレーヤー、マウ
スなど)。

9.1 キーの選択
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9.1.1 マクロの指定

“マクロの指定“を選択して、マクロを割り当てることができます。マクロマネ
ージャーを使ってマクロを記録することもできます。(8.8 をご参照）

マクロマネージャーに記録されているマクロは、“マクロの指定“を選択す
るときに出てくるリストに表示され、直接に選択できます。”適用”をクリック
して、選択した内容を適用します。

備考：
実行中のマクロは青色で表示されます。

9.1.2 メディアプレイヤー

メディアプレーヤーの設定を選択して、キーに割り当てます。 ”適用”をクリックして、選択した内容を適用します。

9.1.3 基本機能

Web ブラウザ、電卓、電子メール、マイコンピュータなどを選択します。
これらの機能は、お使いのシステムのデフォルトソフトウェアに適用されるので、ご注意ください。必要な場合は、シス
テムの設定を変更してください。 「適用」をクリックして選択を確定します。

9.1.4 マウス

キーにマウスイベントを割り当てます。”適用”をクリックして、設定した内容を適用します。

キーをデフォルト設定にリセットします。”適用”をクリックして、選択した内容を適用します。

9.1.6 ショートカット設定 

ショートカット設定を選択してショートカットキーを設定します。複数のキーの組み合わせ（例えば、Ctrl + Alt + Del）
もカスタマイズ可能です。 ”適用”をクリックして、設定した内容を適用します。

9.1.7 プログラムの起動設定

選択されたプログラムは、指定したキーを押すと、自動的に起動するようになります。”適用”をクリックして、選択した内容を
適用します。

9.1.8 無効化

この機能を選択してキーを無効にします。”適用”をクリックして、選択した内容を適用します。

9.1.5 標準
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10. 詳細設定

詳細設定メニューで、各プロファイルに以下の設定内容を調整できます：
 • ポーリングレート 125 Hz、500 Hz、1,000 Hz
 • Windows キー オン/オフ
 • バックライト： 50 %、100 %、脈動、オフ

”適用”をクリックして、変更内容を適用します。

備考：
キーボードを使って直接にバックライトの設定を調整したい場合、SHARK ZONE ファンクションキー        + Esc キー
を押せば、調整できます。
キーボードを使って直接に Windows キーを無効化にしたい場合、SHARK ZONE ファンクションキー        + F12を
押せば、オフにすることができます。
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免責事項 ：

データ損失、特に不適当なお取扱いによる損害に対し、 SHARKOON はいかなる責任も負わないものとします。すべての製
品名及び説明は各社の会社の商標また/あるいは登録商標であり 、保護 の対象とされています。

SHARKOON は継続的な改善を行うため、、製品の仕様およびデザインは予告無く変更する場合があります。 製品仕様は
国によって異なることがあります。同梱のソフトウェアの法的権利はそれぞれの所有者に属します。ソフトウェアの使用を始
める前に、製造元のライセンス条項をよくお読みください。コピーあるいはその他の技法による翻訳、増版、複製(引用を含
む)に関する権利は当社が保有しています。すべてのコンテンツを無断使用・複製することを禁止いたします。利用者が本
規約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、当社は当該利用者に対して損害の賠償を請求できるものとします。特
許・実用新案の譲渡について、全ての権利は当社が保有しています。交付及び技術的方法は、予告無く変更することがあり
ます。

古くなった製品の処分 
お持ちの製品は高品質原料とコンポーネントで設計、製造されており、リサイクルおよび再使用することができます。

この車輪付きゴミ箱に×が付いた記号が製品に記載されている場合、当該製品が欧州指令 2002/96/EC の対象であること
を示しています。各地域における電気製品および電子製品の個別収集制度について確認しておいてください。古くなった製
品は、各地域の規制に従って処分し、一般家庭ごみとして処分しないでください。古くなった製品を正しく処分することで、環
境や人体への悪影響を防ぐことができます。
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