メカニカルゲーミング

キーボード

商品写真は参考用写真です。
実際のキーボードレイアウトは、
国によって異なることがあります。

Features

 メカニカルゲーミングキーボード、
個別に RGB イルミネーションを調整可能
 8 つの予めプログラムされたライティング効果、
最大1680 万色に光る
 プロフェッショナル Kailh 社スイッチ搭載
 個別に設定可能なキー機能
 N キーロールオーバー対応、6 キー
ロールオーバー対応に変更可能

 On-The-Fly マクロレコーディング
 Windows キーをオフにするゲーム用モード
 5 つのゲームプロファイルを有効にすると、

ゲームを開始した直後に自動的に実行される

 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

 内蔵型のメディアハブ、オーディオ x2 と
USB ポート x2 を搭載
 最大ポーリングレート: 1,000 Hz
 内蔵メモリ
 着脱式のパームレスト
 繊維編組ケーブル
 3 ブロックレイアウトのキーボード
 金メッキ USB プラグ

ゲーム用・アプリケーション用
などのキー機能を割り当てる
ゲーミングソフトウェアが付
属する。マクロ、マクロループ
、
ショートカット、遅延時間お
よびキーのイルミネーション
の個別設定などがプログラム
可能です。

RGB バックライト搭載、最大 1680 万色に光る
5 つのゲームポロファイル
個別にプログラム可能

着脱式のパームレスト

内蔵型のメディアハブ、
オーディオ x2 と
USB ポート x2 を搭載

繊維編組ケーブル

内蔵型のメディアハブ

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

プレミアム、金メッキ USB プラグ

MK80 RGB 茶軸

作動力: 45 g | スイッチ: タクタイル | リセットポイント: 検出可能
クリックプレッシャーポイント: 検出不可能 | 作動接点までの距離: 2 mm

MK80 RGB 赤軸

作動力: 50 g | スイッチ: リニア | リセットポイント: 検出不可能
クリックプレッシャーポイント: 検出不可能 | 作動接点までの距離: 2 mm

MK80 RGB 青軸

作動力: 50 g | スイッチ: タクタイル | リセットポイント: 検出可能
クリックプレッシャーポイント: 正確に検出可能 | 作動接点までの距離: 1.9 mm

ゲーミングソフトウェア付属
キーのイルミネーションの個別設定、マクロ、
ショートカットなどのプログラム
すること、
プロファイルの作成などを行うことができる

各キーの個別色設定が可能
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MK80 RGB 茶軸

MK80 RGB 赤軸

MK80 RGB 青軸

ゲーミングキーボード

ゲーミングキーボード

ゲーミングキーボード

メカニカル (Kailh 茶軸)

メカニカル (Kailh 赤軸)

メカニカル (Kailh 青軸)

RGB
25%、50%、75%、100%、

RGB
25%、50%、75%、100%、

RGB
25%、50%、75%、100%、

脈動、
オフ

脈動、
オフ

脈動、
オフ

ブロック


1,000 Hz

3 ブロックレイアウト


1,000 Hz

3 ブロックレイアウト


1,000 Hz

3 ブロックレイアウト

パームレスト

着脱式

着脱式

着脱式

USB ハブ付き


1.45 kg
470 x 180 x 24 mm
Windows 7/8/10


1.45 kg
470 x 180 x 24 mm
Windows 7/8/10


1.45 kg
470 x 180 x 24 mm
Windows 7/8/10

5*

5*

5*

作動力






45 g






50 g






50 g

スイッチ

タクタイル

リニア

タクタイル

リセットポイント

検出可能

検出不可能

検出可能

クリックプレッシャーポイント

検出不可能

検出不可能

正確に検出可能

作動接点までの距離

2 mm

2 mm

1.9 mm

キーの動作寿命

最小 6000 万回のキーストローク

最小 6000 万回のキーストローク

最小 6000 万回のキーストローク

ケーブルとコネクタ:
 コネクタ
 繊維編組ケーブル
 ケーブル長さ
 金メッキ USB プラグ

USB

200 cm


USB

200 cm


USB

200 cm


ソフトウェアのプロパティ:
 ゲーミングソフトウェア
 個別に設定可能なキー機能
 プロファイル保存数
 ゲームプロファイル保存用の内蔵メモリ
 内蔵メモリの容量



5

4,096 kB



5

4,096 kB



5

4,096 kB

基本情報:
 タイプ
 スイッチ技術
 イルミネーション
 調整可能なイルミネーション








ライト効果
最大ポーリングレート
ゲーミングモード

ケーブル含む重量

 寸法 (L x W x H)
 対応 OS
キーのプロパティ:
 プロファイルキー
 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












アンチゴーストキー

N キーロールオーバー対応
6 キーロールオーバー対応
On-The-Fly マクロレコーディング

*SHARK ZONE キーと組み合わせて使用する

メカニカル ゲ ーミングキ ーボード

パッケージの内容

リテールパッケージ

 SHARK ZONE MK80 RGB
 パームレスト
 ソフトウェアとマニュアルの CD

寸法: 513 x 234 x 76 mm
重量: 2.0 kg

外箱

PU: 5
寸法: 530 x 410 x 257 mm
重量: 11.0 kg
関税番号: 84716060
原産国: 中国

MK80 RGB 赤軸

US LAYOUT

MK80 RGB 茶軸

US LAYOUT

MK80 RGB 青軸

US LAYOUT

