
マッドキャッツ、多機能プレミアムマウス、R.A.T.シリーズ
上位機種「R.A.T.9」、「R.A.T.7」を一般向けマウスとしてリフレッシュ発売

両製品、新コーポレートロゴ、小型パッケージ、 4色カラーバリエーション採用
遅延の無いゼロ・レイテンシーワイヤレス（2.4GHz帯）採用「R.A.T.9マウス」
18個の機能割り当ておよび6400dpiレーザーセンサー搭載「R.A.T.7マウス」

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、 
多機能プレミアムマウス「R.A.T.」（ラット）シリーズのハイエンド製品「R.A.T.9マウス」（以
下RAT9）および、「R.A.T.7マウス」（以下RAT7）を2013年8月9日（金）に発売します。
両製品ともにマットブラック、ブラック、ホワイト、レッドの4色カラーバリエーションがあ
り、Windows（XP、Vista、７、８）、Mac OS （10.6.8以降）に対応します。希望小売価格
は、RAT9が14,800円（税込）、RAT7が9,980円（税込）です。

従来製品との違いは、両製品ともにカラーバリエーションが4色に増え、マウス本体に刻印され
ているロゴが、従来のCyborg（サイボーグ）から、新しいMad Catzのコーポレートロゴに変更
されたほか、パッケージも大幅に小型化されました。また、従来の同シリーズのターゲットであ
ったPCゲームユーザーだけでなく、一般のパソコンユーザーから、グラフィックスやCADなど
プロ（業務）ユーザーにまで、広くお薦めできます。
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両製品共通の特長
・手の大きさや持ち方スタイルに合わせて、マウスの長さ、幅、高さを調整できる
　ウェッジシェープデザインのトランスフォームメカ搭載
・6,400dpiの高性能レーザーセンサー採用
・親指で左右に回転させて、水平スクロールや、拡大縮小などの操作を簡単に行える
　サムホイールを搭載
・6個のボタンと3つのモードにより合計18個を即座に実行することが可能

RAT9の特長
・混信や遅延の心配の無いゼロ・レイテンシーワイヤレス（2.4GHz帯）採用
・2個付属するバッテリーパックと充電機能付きレシーバーにより、電池切れの心配が不要

R.A.T.9 マウス

R.A.T.7 マウス

ブラック
型番：MC-R9-BK

レッド
型番：MC-R9-RD

ホワイト
型番：MC-R9-WH

マットブラック
型番：MC-R9-MB

ブラック
型番：MC-R7-BK

レッド
型番：MC-R7-RD

ホワイト
型番：MC-R7-WH

マットブラック
型番：MC-R7-MB



＜RAT9製品概要＞

製品名（英語） R.A.T.9 Mouse Matte Black R.A.T.9 Mouse Black R.A.T.9 Mouse White R.A.T.9 Mouse Red

製品名（日本語） ラット9マウス マットブラック ラット9マウス ブラック ラット9マウス ホワイト ラット9マウス レッド

型番 MC-R9-MB MC-R9-BK MC-R9-WH MC-R9-RD

JANコード 4580398812141 4580398812158 4580398812165 4580398812172

希望小売価格 14,800円（税込）

発売日 2013年8月9日

保証期間 2年間

マウス本体サイズ （横x奥行x高さ）mm 88.9 x 118.3 x 37.5

マウス重量 g 166（バッテリー含む）

レシーバーサイズ mm 68.2 x 60.7 x 64.5（ケーブル、充電池を除く）

レシーバー重量g 87

ケーブル長 cm 150（レシーバーケーブル）

カラー マットブラック ブラック ホワイト レッド

センサー能力

センサー方式 レーザー

解像度dpi 25-6400（25dpi間隔、可変式）

加速度 最大50G

対スピード性能 5.4m/秒

接続仕様

ポーリングレート 最大1000Hz（レポート/秒）

スリープモード 省電力機能搭載

総ボタン数(設定変更可能スイッチ数) 8（６）

設定可能コマンド数 18（3モード）

特殊ボタン 解像度切替、モード切替、精密ターゲットボタン

マウスフィート 低摩擦PTFE素材採用

スクロールホイール あり

水平スクロール 親指ホイールで対応 （*水平スクロールは専用ソフトウェアにより設定可能です。アプリケーションによっては、動作しない場合があります。）

電源 専用バッテリーパック（2個付属）

充電時間 約2時間（初回のみ約3時間）

連続使用時間 最大9時間（ゲーム時）最大4日間（通常使用時）

ワイヤレス操作距離 最大10m

対応ソフトウェア 専用ソフトウェア及びデバイスドライバーは、Mad Catz Web サイト http://www.madcatz.com/downloads/ からダウンロード願います。

対応OS Windows XP / Vista / 7/ 8 （32、64ビット共に対応）、Mac OS X （10.6.8以降でIntel社製CPUであること）

接続I/F USB 2.0

パッケージサイズ（横x奥行x高さ）mm 137 x 88 x 230

パッケージ重量 g 650

付属品 重量調整用ウェイト（6g x 7個）交換用パーツ（交換用パームレスト＆ピンキーレスト各2個）、USBワイヤレスレシーバー、充電式バッテリー2個

備考 金メッキUSBコネクタ、高剛性アルミ製シャーシ採用、LEDカラーによるモード判別機能、ゼロ・レイテンシー2.4GHzワイヤレス技術

R.A.T.9マウスの変形
バリエーションと
裏側、側面の写真



＜RAT7製品概要＞

製品名（英語） R.A.T.7 Mouse Matte Black R.A.T.7 Mouse Black R.A.T.7 Mouse White R.A.T.7 Mouse Red

製品名（日本語） ラット7マウス マットブラック ラット7マウス ブラック ラット7マウス ホワイト ラット7マウス レッド

型番 MC-R7-MB MC-R7-BK MC-R7-WH MC-R7-RD

JANコード 4580398812189 4580398812196 4580398812202 4580398812219

希望小売価格 9,980円（税込）

発売日 2013年8月9日

保証期間 2年間

マウス本体サイズ 
（横x奥行x高さ）mm

88.0 x 116.7 x 36.9

マウス重量 g 181（ケーブル含む）

ケーブル長 cm 170

カラー マットブラック ブラック ホワイト レッド

センサー能力

センサー方式 レーザー

解像度dpi 25-6400（25dpi間隔、可変式）

加速度 最大50G

対スピード性能 6m/秒

接続仕様

ポーリングレート 最大1000Hz（レポート/秒）

スリープモード 無し（常時On）

総ボタン数(設定変更可能スイッチ数) 8（６）

設定可能コマンド数 18（3モード）

特殊ボタン 解像度切替、モード切替、精密ターゲットボタン

マウスフィート 低摩擦PTFE素材採用

スクロールホイール あり

水平スクロール 親指ホイールで対応 （*水平スクロールは専用ソフトウェアにより設定可能です。アプリケーションによっては、動作しない場合があります。）

対応ソフトウェア
専用ソフトウェア及びデバイスドライバーは、

Mad Catz Web サイト http://www.madcatz.com/downloads/ からダウンロード願います。

対応OS
Windows XP / Vista / 7/ 8 （32、64ビット共に対応）、

Mac OS X （10.6.8以降でIntel社製CPUであること）

接続I/F USB 2.0

パッケージサイズ（横x奥行x高さ）mm 117 x 88 x 192

パッケージ重量 g 485

付属品
重量調整用ウェイト（6g x 5個）

交換用パーツ（交換用パームレスト＆ピンキーレスト各2個）

備考 金メッキUSBコネクタ、布編みケーブル、高剛性アルミ製シャーシ採用、LEDカラーによるモード判別機能

RAT7マウスの変形
バリエーションと
裏側、側面の写真



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 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。
* 専用ソフトウェア及びデバイスドライバーは、Mad Catz Webサイト（ http://www.madcatz.com/downloads/ ）からダウンロードして下さい。

* バッテリーパックの連続操作時間および充電時間は、環境や条件により、変化する場合があります。
* ワイヤレス操作距離は、環境により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

