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製品名

PureWriter RGB

PureWriter TKL RGB

カラー

ブラック, ホワイト

ブラック, ホワイト

タイプ 寸法

PUREWRITER TKL RGB
PUREWRITER RGB
PureWriter RGB は、あらゆるシーンに対応するキーボードです。ゲーマーは、無段階に
調整可能な RGB イルミネーションと、
ゲームに必須の機能を楽しむことができます。一

方、多作のライターはエレガントでシンプルなデザイン、
コンパクトなサイズ、
そして何より
もウルトラフラットキーの優れたタイピングフィールが気に入ることでしょう。
さらに、
この
キーボードは非常に軽いため持ち運びに適していて、長さの異なる 2 本の着脱式ケーブ
ルが付属し、
モバイルユースに最適な設計となっています。PureWriter RGB はユーザビ
リティのため、
ソフトウェアをダウンロードすることなく、すべての機能を使用することがで
き、使い勝手の良さを追求しています。

入力用 (ロープロファイル

入力用 (ロープロファイル

キーボード)

キーボード)

スイッチ技術

メカニカル

メカニカル

イルミネーション

RGB

RGB

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

1,000 Hz

1,000 Hz

ゲーミングモード





ブロック

3 ブロックレイアウト

2 ブロックレイアウト

取り外し可能なケーブル





ケーブル抜きの重量

642 g

503 g

寸法 (L x W x H)

436 x 127 x 35 mm

355 x 127 x 35 mm

対応 OS

Windows 7/8/10,
Android*

Windows 7/8/10,
Android*

キーのプロパティ
マルチメディアキー

特徴
ゲーマーとライターのための反応型ロープロファイルスイッチ
PureWriter RGB は、高さわずか 6.2 mm のウルトラフラットキーキャップを搭載し、人間
工学に基づいたキーボードの使用をサポートします。赤色の Kailh スイッチは最適な反
応性を持ち、作動点までの距離がわずか 1.5 mm と短いため、慌ただしいゲーミングシー

ンでミリ秒単位のアドバンテージを提供します。
フィードバックがないため、
ゲームに没頭
することができます。革新的なブルー Kailh スイッチは、作動点までの距離が 1.5 mm と
短く、
クリック感や作動点がわかりやすいため、疲れにくく、
タイピングマシンを思わせるよ
うな心地よい感覚を実現します。
キーボードの高さが低いため、パームレストを使用しな
くても、手首や手を人間工学的にサポートします。

RGB イルミネーションを無段階に調整可能

4 (PureWriter RGB)
0 (PureWriter TKL RGB)

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



作動力

45 g (Kailh 赤軸)
55 g (Kailh 青軸)

スイッチ

リニア (Kailh 赤軸)
タクタイル (Kailh 青軸)

リセットポイント

検出不可能 (Kailh 赤軸)
検出可能 (Kailh 青軸)

クリックプレッシャーポイント

検出不可能 (Kailh 赤軸)
正確に検出可能 (Kailh 青軸)

作動接点までの距離

1.5 mm

キーの動作寿命

最小 5000 万回のキーストローク

PureWriter RGB のイルミネーションは、RGB 全 1680 万色から任意に選択可能です。
明るさと色調は無段階にかつ連続して変更できます。
また、4 種類のライティングプロファ
イルが用意されており、
自分で設定したイルミネーションを保存して使用することもできま
す。
また、静的なイルミネーションよりも目立つ方がいいという方には、
キーボードにプリ
セットされたさまざまなイルミネーション効果を選択することができます。

コネクタ

USB

ケーブル長さ

150 cm | 50 cm

ゲーミングのためのテクニカルなギア
n キーロールオーバー、アンチゴーストキー、1,000 Hz のポーリングレートなど、PureWriter RGB は多作なライターに適しているだけでなく、eSport レベルのゲームにも対応

金メッキ USB プラグ



パッケージの内容

ケーブルとコネクタ

PureWriter RGB, マニュアル, USB ケーブル (50 cm), USB ケーブル (150 cm)

するように設計されています。

EAN コード

エイジレスでエレガントなデザイン

高さも、脚部を折り畳んだ状態でわずか 23 mm と、可能な限り低く抑えています。天面に
はアルミニウム合金を採用し、
シルバーのエッジを効かせることで、
キーボードを縁取り、
エイジレスなエレガンスを感じさせる、
ミニマリストなデザインを完成させました。

どこでも、すぐに使える

また、
キーボードには長さの異なる 2 本の着脱式 USB ケーブルが付属しており、
より便
利に使用することができます。150 cm のケーブルは従来の PC に、50 cm のケーブルはノ
また、
アダプターを使用すれば、
スマートフォンなど
ート PC に接続するのに適しています。
のデバイスに接続し、外出先からすぐに使用することも可能です。

PureWriter RGB (Red) - US Layout

4044951021468

PureWriter RGB (Blue) - US Layout

4044951021482

PureWriter RGB White (Red) - US Layout

4044951034260

PureWriter RGB White (Blue) - US Layout

4044951034277

PureWriter TKL RGB (Red) - US Layout

4044951021505

PureWriter TKL RGB (Blue) - US Layout

4044951021529

PureWriter TKL RGB White (Red) - US Layout

4044951034284

PureWriter TKL RGB White (Blue) - US Layout

4044951034291

その他の言語のキー配列については、お問い合わせください。

* OTG アダプタが必要
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