
マッドキャッツ、FPS 本格 ゲーマー向け
「R.A.T. TE トーナメントエディション ゲーミングマウス マットブラック」を発売

クリック時の振動をマウスセンサーに感知させないセンサーダンプ機能を新搭載
リフトオフ・ディスタンス調節機能搭載

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、FPS 本格 
ゲーマー向けマウス新製品「R.A.T. TE トーナメントエディション ゲーミングマウス マット
ブラック」（型番: MC-RTE-MB、以下RAT TE）を2014年3月14日に発売します。
税抜希望小売価格は7,600円（税込7,980円）です。対応OSは、Windows（XP以降）、
Mac OS X （10.7以降）です。

2014年3月5日

マッドキャッツ ニュースリリース　#2014030501

RAT TEは、最大秒速6mという高速なマウスの動きでも、正確にマウスの動きを捉える高性能 
レーザードップラーセンサー（最大8200DPI）を採用しています。また、高性能なセンサーに
起こりがちな、クリック時の振動によるマウスのブレをキャンセルする新機能センサーダンプ
機能を搭載しました。

また、マウスの感度を高く（高速）設定している場合でも、親指部分の精密ターゲットボタンを
押す事で瞬時に狙いを定めやすくし、ターゲットへの的中率をアップさせることも可能です。

マウス自体も90g（ケーブルを除く）と超軽量であり、超低摩擦素材のPTFE（テフロン）を
マウスフィートに採用し、ユーザーの重い通りに素早く動かす事が可能です。また、手の大きさ
や持ち方スタイルに応じて長さを調整することも可能です。

センサー解像度は、ホイール手前のボタンを前後に傾けることで変更でき、25-8200の間で
25DPI単位で4種類の設定をプリセットが可能です。

RAT TEには、リフトオフ・ディスタンス調整機能があり、プレイスタイルやマウスパッドの
種類に応じて、0.2mm - 1.0 mmの値で５段階の設定が可能です。

ボタン割当は、ホイールの前後それぞれの動きを含めて、9つの動作に最大27種類のコマンドを
設定することが可能です。プリセットのコマンドの他、複数キーの同時押しなどのカスタム
コマンドも設定できます。

スケルトンブルーのシャシーと
PTFE素材のマウスフィートを

採用した RAT TE の底面



＜製品概要＞

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。
* ソフトウェアおよびドライバーは、 http://madcatz.com/downloads/index-jp.html よりダウンロードしてお使い下さい。

製品名（英語） R.A.T. TE Tornament Edition Gaming Mouse Matte Black

製品名（日本語） ラットTE トーナメント エディション ゲーミング マウス マットブラック

型番 MC-RTE-MB

JANコード 4580398814053

希望小売価格（税込） 7,980円

希望小売価格（税別） 7,600円

発売日 2014/3/14

保証期間 2年間

マウス本体サイズ （横x奥行x高さ）mm 88 x 110 x 35

マウス重量 g 124（ケーブル含む）/ 90（ケーブル除く）

ケーブル長 cm 175

カラー マットブラック

センサー能力

センサー方式 レーザードップラーセンサー

解像度dpi 25-8200（25dpi間隔、可変式）

加速度 最大50G

対スピード性能 最大6m/秒

接続仕様

ポーリングレート 最大1000

データフォーマット 16ビット

スリープモード 設定可能

総ボタン数(設定変更可能スイッチ数) 8（9）

設定可能コマンド数 27

特殊ボタン 解像度切替、精密ターゲットボタン、 モード切替ボタン

特殊機能 リフトオフディスタンス調整機能（0.2/0.35/0.5/0.7/1.0mm）、
センサーダンプ調節機能（オフ/ロー/ミディアム/ハイ）

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

対応ソフトウェア Mad Catz A.P.P.（Mad Catzサイトからのダウンロードが必要です）

対応OS Windows XP / Vista / 7/ 8 （32、64ビット共に対応）、
Mac OS X （10.7以降でIntel社製CPUであること）

接続I/F USB

パッケージサイズ（横x奥行x高さ）mm 116 x 66 x 157

パッケージ重量 g 254

付属品 Mad Catz プロスクラッチ ロゴ ステッカー

備考 高性能オムロン製スイッチをメインボタン（左右）に採用

http://www.madcatz.com/
http://www.madcatz.co.jp/


＜補足資料：RAT TE 初回ロット取扱販売店様一覧＞

店舗名 住所 電話番号

アプライド熊本店様 熊本県熊本市東区西原3-1-7 096-384-0901

アプライド博多店様 福岡県福岡市博多区豊2-3-10 092-481-7800

エディオン松本なぎさ店様 長野県松本市渚1-7-1 0263-24-3961

エディオン広島本店様 広島県広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111

グッドウィル EDM（本店）様 愛知県名古屋市中区大須3-12-35 052-249-5457

ソフマップ 秋葉原 本館様 東京都千代田区外神田4−1−1 03-3253-1111

ソフマップ なんば店ザウルス２様 大阪府大阪市浪速区日本橋３−６−25 06-6634-0071

ツクモパソコン本店様 東京都千代田区外神田1-9-7 03-3253-5599

DEPOツクモ札幌駅前店様 北海道札幌市北区北六条西5-1-12 011-522-6199

BUY MORE秋葉原本店様 千代田区外神田3-14-10 03-5209-7330

パソコンショップ アーク様 東京都千代田区外神田3-16-18 03-5298-7020

ビックカメラ池袋本店パソコン館様 東京都豊島区東池袋1-6-7 03-5956-1111

ビックカメラ新宿西口店様 東京都新宿区新宿３−２９−１ 03-3226-1111

100満ボルト金沢本店様 石川県野々市市野代2-11 076-294-1011

ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba様 東京都千代田区神田花岡町1-1 03-5209-1010

ヨドバシカメラ マルチメディア 梅田様 大阪府大阪市北区大深町1-1 06-4802-1010

*  一覧は50音順とさせて頂きます。
*  在庫を保証するものではありません。品切れの際はご容赦願います。
*  都合により変更になる可能性がございます事を、ご了承下さい。

「R.A.T. TE トーナメントエディション ゲーミングマウス マットブラック」（型番: MC-RTE-MB）の
初回生産分は、数量が限定されているため、下記の販売店様のみでのお取扱になります。
次回出荷（2014年3月中を予定）以降では、それ以外の販売店様でもお取扱が行われる予定です。


