
マッドキャッツ、あらゆる機能を詰め込み、分離合体可能なハイエンド コントローラー
「L.Y.N.X.9 モバイル ハイブリッド コントローラー」を発売　− Best of CES 受賞製品 -

マウス機能を備えたフルサイズのゲームパッドにフォンクリップ、キーボード、タブレットフレーム、
トラベルポーチ、ケーブルなどが付属して、モバイルでもリビングルームでも多彩に使える

廉価版の「L.Y.N.X.3 モバイル ワイヤレス コントローラー」、マルチメディアエンターテインメイトを
幅広く楽しめる「S.U.R.F.r ワイヤレス メディア ゲーム コントローラー」も同時発売

2016年6月10日

マッドキャッツ ニュースリリース　#2016061001

ゲーム用周辺機器における世界大手メーカー米Mad Catz Interactive, Inc. の日本法人、
マッドキャッツ株式会社（所在地: 東京都世田谷区、代表取締役社長: 松浦 武敏）は、モバイル・リビ
ングルーム環境にシームレスに対応して、ゲーム・ネットサーフィン・マルチメディアエンターテイ
ンメイトを幅広く楽しめるゲーミングコントローラー 3機種を2016年6月10日に発売します。 今
回の発売により、マルチプラットホームにおける多様なシーンでシームレスな操作を実現するエコシ
ステム、GameSmartの世界が一層拡がります。

「L.Y.N.X.9 モバイル ハイブリッド コントローラー」（以下、LYNX9）はブラック・ホワイト・
レッド3色展開で、税抜希望小売価格37,000円（税込: 39,960円）、「L.Y.N.X.3 モバイル ワイ
ヤレス コントローラー」（以下、LYNX3）はブラック1色で、 税抜希望小売価格8,750円（税込: 
9,450円）、「S.U.R.F.r ワイヤレス メディア ゲーム コントローラー」（以下、SURFr）は ブラッ
ク1色で、 税抜希望小売価格9,880円（税込: 10,670円）で発売します。

3機種共、Bluetooth接続で、アンドロイド4.0以降搭載のスマートフォン・タブレット・スマート
TV及びパソコン（Windows 10, 8.1, 8 and 7）に対応しています。

Google PlayまたはマッドキャッツのWebサイトから各機種専用のユーティリティーソフト（Mad 
Catz A.P.P.）をダウンロード頂ければ、注目ゲームなどの最新情報を入手したり、左右スティック
とトリガーのレスポンスモード・軸の感度・デッドゾーンのプリセット選択、カスタム設定、スリー
プタイマーの持続時間、マウスカーソルとマウススクロールの速度など、コントローラー設定内容の
確認や変更ができ、一層便利にお使い頂けます。（設定可能な内容は機種により異なります）

LYNX9
カラー: ブラック

LYNX3
カラー: ブラック

SURFr
カラー: ブラック

LYNX9  カラー: ブラック



＜パソコン周辺機器売り場用 製品概要＞

製品名 英語

L.Y.N.X.9 Mobile 
Hybrid Controller 
Black (Windows/

Android)

L.Y.N.X.9 Mobile 
Hybrid Controller 
White (Windows/

Android)

L.Y.N.X.9 Mobile 
Hybrid Controller 
Red (Windows/

Android)

L.Y.N.X.3 Mobile Wireless 
Controller Black

 (Windows/Android/
Amazon Fire TV)

SURFr Wireless Media 
Game Controller Black

(Windows/Android/Ama-
zon Fire TV)

製品名 日本語

リンクス 9 モバイ
ル ハイブリッド コン
トローラー ブラック 
(Windows/Android)

リンクス 9 モバイ
ル ハイブリッド コン
トローラー ホワイト 
(Windows/Android)

リンクス 9 モバイ
ル ハイブリッド コ

ントローラー レッド 
(Windows/Android)

リンクス3 モバイル 
ワイヤレス コントローラー 

ブラック
 (Windows/Android/

Amazon Fire TV)

SURFr ワイヤレス メディ
ア ゲーム コントローラー ブ

ラック
(Windows/Android/Ama-

zon Fire TV)

型番 MC-LYNX9-BK-PC MC-LYNX9-WH-PC MC-LYNX9-RD-PC MC-LYNX3-BK-PC MC-SURFR-BK-PC

JAN コード 4580398815692 4580398817030 4580398817047 4580398815708 4580398815685

希望小売価格（税抜） 37,000円 8,750円 9,880円

希望小売価格（税込） 39,960円 9,450円 10,670円

発売予定日 2016年6月10日

保証期間 2年間

色 ブラック ホワイト レッド ブラック ブラック

本体サイズ
（W x D x H） mm

150 x 108 x 48 150 ｘ 78ｘ 53 184 x 70 x 30

本体重量 g 243 110 137（電池含む）

ケーブル長 cm
HDMIケーブル：150cm、microUSBケーブル：100cm、MHL変換

ケーブル：10cm
microUSBケーブ

ル：100cm
-

対応機種
アンドロイド4.0以降搭載のスマートフォン、タブレット、スマート

TV、
パソコン（PC: Windows 10, 8.1, 8, and 7）

アンドロイド4.0以降搭載のスマートフォン、タブレット、
スマートTV、Amazon Fire TV、パソコン（PC: Win-

dows 10, 8.1, 8, and 7）

必要システム
Bluetooth ワイヤレス機能（3.0以降でHIDプロファイルをサポートす
る事）　OS: Android（4.0以降）、Windows（10, 8.1, 8, and 7）

Bluetooth ワイヤレス機能（2.1でHIDプロファイルをサポ
ートする事）　OS: Android（4.0以降）、Windows（10, 

8.1, 8, and 7）

接続I/F Bluetooth 4.0 (ClassicまたはLE） Bluetooth 2.1

電源 内蔵型充電池 単四形乾電池2本

連続使用時間 時間 最大20時間 最大30時間 最大20時間

ワイヤレス動作
可能距離 m

10

入出力機能（個別内
容）

A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・R1ボタン・R2ボタ
ン・R3ボタン・L1ボタン・L2ボタン・L3ボタン ・BACK ボタ

ン・START ボタン・ホームボタン・方向パッド・左スティック・右ス
ティック・ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生／一時停止・早

戻し・早送り・モードスイッチ・マイク・QWERTYキーボード

A ボタン・B ボタン・X ボ
タン・Y ボタン・R1ボタ
ン・R2ボタン・L1ボタ

ン・L2ボタン・BACK ボ
タン・START ボタン・ホ
ームボタン・方向パッド・
左スティック・右スティッ
ク・ボリュームアップ・ボ
リュームダウン・再生／一
時停止・早戻し・早送り・

モードスイッチ

A ボタン・B ボタン・X ボ
タン・Y ボタン・R1ボタ
ン・R2ボタン・L1ボタ

ン・L2ボタン・BACK ボタ
ン・START ボタン・ホーム
ボタン・方向パッド・左ステ
ィック・右スティック・ボリ
ュームアップ・ボリュームダ
ウン・再生／一時停止・早戻
し・早送り・モードスイッチ 

・ QWERTYキーボード

特殊機能 内蔵マイクで、ボイスサーチ及びスマートフォンマイクをサポート - -

パッケージサイズ
（W x D x H） mm

154 x 123 x 268 116 x 83 x 132 97 x 55 x 194

パッケージ重量 g 1,160 294 274

付属品
フォンクリップ、インナーハンドル、タブレットフレーム、キーボー

ド、トラベルポーチ、取扱説明書（英語）、USBケーブル、HDMIケー
ブル、MHLアダプター

フォンクリップ, トラベルポ
ーチ、取扱説明書（英語）

、USBケーブル

フォンクリップ, 取扱説明書
（英語）、単四形乾電池2本

備考

付属のフォンクリップでは幅53mmから82mmまでのスマートフォ
ン、タブレットフレームでは、高さ75mmから132mm、幅200mm

までのタブレットなどを固定できます。
専用ユーティリティソフト（Mad Catz A.P.P.）は、Google Playま
たは、マッドキャッツのWebサイト（ http://madcatz.com/down-
loads/index-jp.html )でダウンロードして下さい。本体のMicro-USB
端子をパソコンのUSB端子に接続することでファームウェアのアップデ

ートが可能です。 　

付属のフォンクリップでは幅53mmから82mmまでのスマ
ートフォンなどを固定できます。

専用ユーティリティソフト（Mad Catz A.P.P.）
は、Google Playまたは、マッドキャッツのWebサイト（ 

http://madcatz.com/downloads/index-jp.html )でダウ
ンロードして下さい。本体のMicro-USB端子をパソコンの
USB端子に接続することでファームウェアのアップデート

が可能です。

LYNX9  カラー: レッドLYNX9  カラー: ホワイト



＜モバイル機器売り場用 製品概要＞

製品名 英語

L.Y.N.X.9 Mobile 
Hybrid Controller 

Black
(Android/Windows)

L.Y.N.X.9 Mobile 
Hybrid Controller 

White
(Android/Windows)

L.Y.N.X.9 Mobile 
Hybrid Controller 

Red
(Android/Windows)

L.Y.N.X.3 Mobile Wireless 
Controller Black 

(Android/Amazon Fire 
TV/Windows)

SURFr Wireless Media 
Game Controller Black
(Android/Amazon Fire 

TV/Windows)

製品名 日本語

リンクス 9 モバイル 
ハイブリッド コント
ローラー ブラック
 (Android/Win-

dows)

リンクス 9 モバイル 
ハイブリッド コント
ローラー ホワイト

 (Android/Windows)

リンクス 9 モバイル 
ハイブリッド コント

ローラー レッド
 (Android/Win-

dows)

リンクス3 モバイル ワイ
ヤレス コントローラー ブ

ラック
(Android/Amazon Fire 

TV/Windows)

SURFr ワイヤレス メディ
ア ゲーム コントローラー ブ
ラック (Android/Amazon 

Fire TV/Windows)

型番
MC-LYNX9-BK-

MOB
MC-LYNX9-WH-

MOB
MC-LYNX9-RD-

MOB
MC-LYNX3-BK-MOB MC-SURFR-BK-MOB

JAN コード 4580398816828 4580398817054 4580398817061 4580398816835 4580398816811

希望小売価格（税抜） 37,000円 8,750円 9,880円

希望小売価格（税込） 39,960円 9,450円 10,670円

発売予定日 2016年6月10日

保証期間 2年間

色 ブラック ホワイト レッド ブラック ブラック

本体サイズ
（W x D x H） mm

150 x 108 x 48 150 ｘ 78ｘ 53 184 x 70 x 30

本体重量 g 243 110 137（電池含む）

ケーブル長 cm
HDMIケーブル：150cm、microUSBケーブル：100cm、MHL変換

ケーブル：10cm
microUSBケーブ

ル：100cm
-

対応機種
アンドロイド4.0以降搭載のスマートフォン、タブレット、スマート

TV、
パソコン（PC: Windows 10, 8.1, 8, and 7）

アンドロイド4.0以降搭載のスマートフォン、タブレット、
スマートTV、Amazon Fire TV、パソコン（PC: Win-

dows 10, 8.1, 8, and 7）

必要システム
Bluetooth ワイヤレス機能（3.0以降でHIDプロファイルをサポートす
る事）　OS: Android（4.0以降）、Windows（10, 8.1, 8, and 7）

Bluetooth ワイヤレス機能（2.1でHIDプロファイルをサポ
ートする事）　OS: Android（4.0以降）、Windows（10, 

8.1, 8, and 7）

接続I/F Bluetooth 4.0 (ClassicまたはLE） Bluetooth 2.1

電源 内蔵型充電池 単四形乾電池2本

連続使用時間 時間 最大20時間 最大30時間 最大20時間

ワイヤレス動作
可能距離 m

10

入出力機能（個別内
容）

A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・R1ボタン・R2ボタ
ン・R3ボタン・L1ボタン・L2ボタン・L3ボタン ・BACK ボタ

ン・START ボタン・ホームボタン・方向パッド・左スティック・右ス
ティック・ボリュームアップ・ボリュームダウン・再生／一時停止・早

戻し・早送り・モードスイッチ・マイク・QWERTYキーボード

A ボタン・B ボタン・X ボ
タン・Y ボタン・R1ボタ
ン・R2ボタン・L1ボタ

ン・L2ボタン・BACK ボ
タン・START ボタン・ホ
ームボタン・方向パッド・
左スティック・右スティッ
ク・ボリュームアップ・ボ
リュームダウン・再生／一
時停止・早戻し・早送り・

モードスイッチ

A ボタン・B ボタン・X ボ
タン・Y ボタン・R1ボタ
ン・R2ボタン・L1ボタ

ン・L2ボタン・BACK ボタ
ン・START ボタン・ホーム
ボタン・方向パッド・左ステ
ィック・右スティック・ボリ
ュームアップ・ボリュームダ
ウン・再生／一時停止・早戻
し・早送り・モードスイッチ 

・ QWERTYキーボード

特殊機能 内蔵マイクで、ボイスサーチ及びスマートフォンマイクをサポート - -

パッケージサイズ
（W x D x H） mm

154 x 123 x 268 116 x 83 x 132 97 x 55 x 194

パッケージ重量 g 1,160 294 274

付属品
フォンクリップ、インナーハンドル、タブレットフレーム、キーボー

ド、トラベルポーチ、取扱説明書（英語）、USBケーブル、HDMIケー
ブル、MHLアダプター

フォンクリップ, トラベルポ
ーチ、取扱説明書（英語）

、USBケーブル

フォンクリップ, 取扱説明書
（英語）、単四形乾電池2本

備考

付属のフォンクリップでは幅53mmから82mmまでのスマートフォ
ン、タブレットフレームでは、高さ75mmから132mm、幅200mm

までのタブレットなどを固定できます。
専用ユーティリティソフト（Mad Catz A.P.P.）は、Google Playま
たは、マッドキャッツのWebサイト（ http://madcatz.com/down-
loads/index-jp.html )でダウンロードして下さい。本体のMicro-USB
端子をパソコンのUSB端子に接続することでファームウェアのアップデ

ートが可能です。 　

付属のフォンクリップでは幅53mmから82mmまでのスマ
ートフォンなどを固定できます。

専用ユーティリティソフト（Mad Catz A.P.P.）
は、Google Playまたは、マッドキャッツのWebサイト（ 

http://madcatz.com/downloads/index-jp.html )でダウ
ンロードして下さい。本体のMicro-USB端子をパソコンの
USB端子に接続することでファームウェアのアップデート

が可能です。

LYNX3  カラー: ブラック SURFr  カラー: ブラック



マッドキャッツについて
Mad Catz Interactive, Inc. (NYSE MKT: MCZ) は、Mad Catz(ゲーム)、TRITTON(オーディオ)、 Saitek (シミュレータ)の各ブランドを
中心に、革新的でインタラクティブなエンターテインメント製品の数々を全世界に供給しています。これらに加えて、マッドキャッツは、
ThunderHawk Studiosと呼ばれる内部のスタジオで開発されるフライトシミュレーションソフトウェア、Mad Catz ブランドにて発売される
ゲーム、並びにサードパーティーに提供するゲームやビデオゲーム製品の販売等、多くのビジネスを手掛けています。マッドキャッツは、
北米、ヨーロッパ、アジアの各地域に拠点を持ち、主要な販売店にてインタラクティブなエンターテインメント商品を販売しています。
その他の情報につきましては、 www.madcatz.com をご覧ください。
マッドキャッツ株式会社は、Mad Catz Interactive, Inc.の日本法人です。www.madcatz.co.jp

報道関係者からのお問い合わせ先：マッドキャッツ 松浦 Tel：03-6313-2289 / Email: jpmedia@madcatz.com

一般の方のお問い合わせ先：マッドキャッツ カスタマーセンター Tel: 0570-00-2289 / Email: jpsupport@madcatz.com
（月曜 - 金曜、午前10時 - 正午、午後1時 – 午後5時、土日祝日会社休業日を除く）

ソーシャルメディア
マッドキャッツWebサイト: www.madcatz.co.jp/
公式ツイッター: http://twitter.com/MadCatzJP
公式フェイスブック: www.facebook.com/MadCatz.japan　
本社YouTubeアカウント: www.youtube.com/madcatzcompany

* マッドキャッツ、および、Mad Catzロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。
* 本リリースに掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。
* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。


