
マッドキャッツ、PCゲーム用マウスパッド
“G.L.I.D.E.”シリーズ4製品を発売

マッドキャッツ製 “R.A.T.”シリーズ、“M.M.O. 7”マウスとの併用に最適
レーザーセンサー、オプティカルセンサーの両方に対応

人気プロゲーマー「ウメハラ」、「ときど」、「マゴ」のTシャツで有名な爪ロゴを採用

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、 

PCゲーム用マウスパッド”G.L.I.D.E”シリーズ4製品を発売します。

「グライド 3 ゲーミングサーフェス」（型番: MC-GLIDE3、以下MC-GLIDE3）は1,480円（税込）、

「グライド 5 ゲーミングサーフェス」（型番: MC-GLIDE5、以下MC-GLIDE5）は2,480円（税込）、

「グライド 7 ゲーミングサーフェス」（型番: MC-GLIDE7R2、以下MC-GLIDE7R2）は3,980円

（税込）で、2012年12月21日（金）に発売します。

「グライド 9 ゲーミングサーフェス」（型番: MC-GLIDE9）は5,980円（税込）で、2012年12月28日

（金）発売です。

2012年12月6日

マッドキャッツ ニュースリリース　#2012120601

「グライド 3 ゲーミングサーフェス」
（型番: MC-GLIDE3）

「グライド 5 ゲーミングサーフェス」
（型番: MC-GLIDE5）

「グライド 7 ゲーミングサーフェス」
（型番: MC-GLIDE7R2）

「グライド 9 ゲーミングサーフェス」
（型番: MC-GLIDE9）

「グライド 7 ゲーミングサーフェス」
付属のプレミアムキャリングケース

「グライド 9 ゲーミングサーフェス」
付属のプレミアムキャリングケース



MC-GLIDE3は、Lサイズ（30 x 22 cm）の面積、厚さ4mmのマウスパッドです。 レーザー、およびオプ

ティカルのマウスセンサーに対応し、ハイセンシ（高いマウス解像度設定）からミッドセンシ（中位のマウス

解像度設定）のゲームユーザーに最適です。

表面は、低摩擦のマイクロファイバーナイロン素材を使用し、マウスの移動操作にかかる負荷を軽減します。

裏面は、ラバー加工によりマウスパッド自体の滑りを防いでいます。ソフトタイプなので、長時間の使用でも

快適な操作感が持続します。

MC-GLIDE5は、XXLサイズ（50 x 40cm）の面積、厚さ4mmのマウスパッドです。レーザー、およびオ

プティカルのマウスセンサーに対応し、広いマウスの移動範囲を必要とするローセンシ（低めのマウス解像

度）スタイルのゲームユーザーに最適です。

表面は、低摩擦のマイクロファイバーナイロン素材を使用し、マウスの移動操作にかかる負荷を軽減します。

裏面は、ラバー加工によりマウスパッド自体の滑りを防いでいます。ソフトタイプなので、長時間の使用でも

快適な操作感が持続します。

MC-GLIDE7R2は、XLサイズ（40 x 30cm）の面積、厚さ1mmのマウスパッドです。シリコン樹脂素材

を採用し、オプティカルセンサー、レーザーセンサー共に対応するほか、R.A.T3/5/7/9/M.M.O.7に採用さ

れているツインアイレーザーセンサーに最適化されています。また、低摩擦な表面加工によりマウスの移動操

作にかかる負荷を軽減します。ローセンシスタイルを含めた、あらゆるPCゲーマーに適しています。箱型の

プレミアムキャリングケースが付属します。

MC-GLIDE9は、XLサイズ（39 x 29.5cm）の面積、厚さ2.5mmのマウスパッドです。剛性の高いアルミ

の一枚板タイプで、裏面はEVAフォーム素材の滑り止め加工が施されています。

レーザーセンサーおよびオプティカルセンサーの両方に最適化されるとともに、低摩擦の表面加工を施し、 

マウスの移動操作にかかる負荷を軽減します。ローセンシスタイルを含めたあらゆるPCゲーマーに適してい

ます。封筒型のプレミアムキャリングケースが付属します。



＜製品概要＞

製品名 英語 G.L.I.D.E. 3 Gaming Surface G.L.I.D.E. 5 Gaming Surface

製品名 日本語 グライド 3 ゲーミングサーフェス グライド 5 ゲーミングサーフェス

型番 MC-GLIDE3 MC-GLIDE5

JAN コード 4580398812325 4580398812332

希望小売価格 1,480円（税込） 2,480円（税込）

発売日 2012年12月21日 2012年12月21日

保証期間 2年 2年

本体サイズ（幅×奥行×高さ） mm 300 x 220 x 4 500 x 400 x 4

本体重量 g 145 435

色 グレー＆レッド グレー＆レッド

材質 マイクロファイバーナイロン（底面：ラバーフォーム） マイクロファイバーナイロン（底面：ラバーフォーム）

機能

レーザー、およびオプティカルのマウスセンサーに対応
表面は、正確で高速なマウス操作をサポートする超低摩

擦繊維素材マイクロファイバーナイロン採用。　
裏面は、ラバー加工により、マウスパッド自体の滑りを

防止。横幅 30cmの通常サイズ。
長時間でも快適な使用感が持続するソフトタイプ。

レーザー、およびオプティカルのマウスセンサーに対応
表面は、正確で高速なマウス操作をサポートする超低摩擦

繊維素材マイクロファイバーナイロン採用。　
裏面は、ラバー加工により、マウスパッド自体の滑りを

防止。ローセンシスタイルのゲーマーの大きなマウス動作も
余裕でサポートするXXL（48.5x40cm)サイズ。
長時間でも快適な使用感が持続するソフトタイプ。

付属品 - -

パッケージサイズ 
（幅×奥行×高さ） mm

55 x 55 x 233 92 x 75 x 418

パッケージ重量 g 214 652

製品名 英語 G.L.I.D.E. 7 Gaming Surface G.L.I.D.E. 9 Gaming Surface

製品名 日本語 グライド 7 ゲーミングサーフェス グライド 9 ゲーミングサーフェス

型番 MC-GLIDE7R2 MC-GLIDE9

JAN コード 4580398812349 4580398812356

希望小売価格 3,980円（税込） 5,980円（税込）

発売日 2012年12月21日 2012年12月28日

保証期間 2年 2年

本体サイズ（幅×奥行×高さ） mm 400 x 300 x 1 390 x 295 x 2.5 

本体重量 g 124 471

色 シルバー＆ホワイト レッド

材質 シリコン樹脂 アルミニウム（底面：EVAフォーム）

機能

レーザーセンサーおよびオプティカルセンサーの両方に
対応するほか、 R.A.T3/5/7/9/M.M.O.7に採用されて

いるツインアイレーザーセンサーに最適化された
シリコン樹脂採用。低摩擦表面加工により

正確で高速なマウス操作をサポート。通常の
マウスパッドより150％大きくローセンシスタイルの

ゲーマーの大きなマウス動作もサポートする
XL（40x30cm)サイズ。

レーザーセンサーおよびオプティカルセンサーの両方に最適
化されたアルミ素材を採用し、 低摩擦表面加工により正確で

高速なマウス操作をサポート。通常のマウスパッドより
140％大きくローセンシスタイルのゲーマーの大きな

マウス動作もサポートする
XL（39 x 29.5cm)サイズ。

付属品 プレミアムキャリングケース（箱タイプ） プレミアムキャリングケース（封筒タイプ）

パッケージサイズ 
（幅×奥行×高さ） mm

60 x 57 x 315 16 x 320 x 418

パッケージ重量 g 284 835

＜大きさ比較＞

Lサイズ
30 x 22 cm
G.L.I.D.E.3

XLサイズ
約 40 x 30 cm
G.L.I.D.E.7/9

XXLサイズ
約 50 x 40 cm

G.L.I.D.E.5



マッドキャッツについて
Mad Catz Interactive, Inc. (AMEX/TSX: MCZ) は、Mad Catz(ゲーム)、Cyborg (PC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、GameSharkブランドとして運営されるビデオゲームコンテンツWeb サイト、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 プロダクトマーケティング マネージャー 寺沢
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/MadCatzJP
本社YouTubeアカウント: www.youtube.com/madcatzcompany

* 記載されている会社名、商品名は、各社の商標及び登録商標です。
* マッドキャッツ、Mad Catz、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。

http://www.madcatz.com/
http://www.madcatz.co.jp/
http://www.facebook.com/MadCatzJP
http://twitter.com/MadCatzJP
http://www.youtube.com/MadCatzCompany

