
マッドキャッツ、分離合体によりフルキーボード、テンキーレス、
左手キーボードなど様々な使い方を可能にするハイエンド

ゲーミングキーボード「S.T.R.I.K.E.」シリーズ2機種を発売

タッチセンサー対応V.E.N.O.M.ディスプレイ搭載「S.T.R.I.K.E. 7 Gaming Keyboard」
E.Y.E. OLED（有機EL）ディスプレイ搭載「S.T.R.I.K.E. 5 Gaming Keyboard」

付録：デモ機展示予定店舗一覧

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、 分離合体により様々な使い方を
可能にするハイエンドゲーミングキーボード2機種を2012年12月23日（金）に発売します。
「S.T.R.I.K.E. 7 Gaming Keyboard」（型番：MC-STRIKE7、以下、MC-STRIKE7）の価格は、 
29,800円（税込）です。
「S.T.R.I.K.E. 5 Gaming Keyboard」（型番：MC-STRIKE5、以下、MC-STRIKE5）の価格は、 
19,800円（税込）です。
両製品ともに、PCゲームユーザーに人気の英語レイアウトを採用し、Windows XP、Vista、7、8に
対応しています。

2012年11月22日

マッドキャッツ ニュースリリース　#2012112201

MC-STRIKE7 製品画像 MC-STRIKE5 製品画像



MC-STRIKE7 の特長
1.   V.E.N.O.M TFTタッチセンサーディスプレイ モジュール
 ・アプリケーションの起動、メディア操作、音量、バックライト、時計、ストップウォッチ、
 タイマー、Windowsキーの無効化、マクロの実行、ジャーナル（メモ）、「TeamSpeak」
 の表示および直感的な操作が可能です。（但し、日本語表示は出来ません）

2.   モジュールシステム採用による自由なレイアウト
 ・フルキーボードとしてはもちろん、省スペースなテンキーレス、左手専用キーボード、左側に
 テンキーを配置したフルキーボード、キーボードとテンキーを分離したレイアウトなど５種類を
 ベースに、自由なレイアウトの変更が可能です。

 ・V.E.N.O.M TFTディスプレイ、ホイール・拡張ボタン付パームレスト、マクロボタンモジュールは、 
　　  キーボード本体だけでなくテンキー部分にも装着可能です。

3.  RGBバックライト
 ・1,600万色の中から好きなカラーを選択可能

4.  高機能ゲーミングキーボード
 ・アンチゴースト機能、Windowsキー無効化、多数のプログラミング・マクロ設定
 最大72個（24拡張キー x 3モード）、高耐久性キースイッチ、大型スペースキープレート採用など、
 ゲーミングキーボードとしての機能・性能も充実

5.  セルフパワーUSB（High-Speed）ハブx2ポート搭載
 ・ヘッドセットやウェブカメラ、携帯音楽プレイヤーなどを手軽に接続

6.  好みで選べるWASD＆方向キー付属
 ・使用頻度の高いキーには、指先で判別できるキーキャップ2種類を交換用ツールと共に付属

MC-STRIKE5の特長
1.   E.Y.E. OLED（有機EL）ディスプレイモジュール
 ・アプリケーションの起動、システムボリューム、マイクボリューム、タイマー、ストップウォッチ、
 時計、バックライト調整などの操作が可能

2.   モジュールシステム採用による自由なレイアウト
 ・フルキーボードとしてはもちろん、省スペースなテンキーレス、左手専用キーボード、左側に
 テンキーを配置したフルキーボード、キーボードとテンキーを分離したレイアウトなど５種類を
 ベースに、自由なレイアウトの変更が可能です。

 ・E.Y.E. OLED（有機EL）ディスプレイ、ホイール・拡張ボタン付パームレスト、
 マクロボタンモジュールは、キーボード本体だけでなくテンキー部分にも装着可能

3.  RGBバックライト
 ・1,600万色の中から好きなカラーを選択可能

4.  高機能ゲーミングキーボード
 ・アンチゴースト機能、Windowsキー無効化、多数のプログラミング・マクロ設定
 最大63個（21拡張キー x 3モード）、高耐久性キースイッチ、大型スペースキープレート採用など、
 ゲーミングキーボードとしての機能・性能も充実

5.  ヘッドセット用アナログステレオ音声パススルー端子搭載



＜製品概要＞

製品名（英語） S.T.R.I.K.E. ７ Gaming Keyboard S.T.R.I.K.E. 5 Gaming Keyboard

製品名（日本語） ストライク７ゲーミングキーボード ストライク5 ゲーミングキーボード

型番 MC-STRIKE7 MC-STRIKE5

JANコード 4580398812110 4580398812127

希望小売価格 29,800円（税込） 19,800円（税込）

発売日 2012年11月23日 2012年11月23日

保証期間 2年間 2年間

本体サイズ 
（横x奥行x高さ）mm

530 x 330 x 90 530 x 330 x 90

ケーブル長 cm 180 180

本体重量 g 1,890 1,675

カラー ブラック＆シルバー ブラック

キーレイアウト 英語109キーレイアウト 英語109キーレイアウト

キー構造 メンブレン メンブレン

キーピッチ 19mm 19mm

キーストローク 3.6mm 3.6mm

押下圧g 60(±10) 60(±10)

バックライト機能 搭載（RGB LED）約1,600万色から選択可能 搭載（RGB LED）約1,600万色から選択可能

特殊ボタン

コントロールモジュール：システムミュートボタン、
マイクミュートボタン、ボリュームアップ、ボリューム

ダウン、モード切替ボタン（１、２、３）、
ホームボタン、V.E.N.O.M. TFT-LCDタッチスクリーン

（最大72機能割当可能）

パームレスト部：左親指ボタン、左親指ホイール

マクロボタンモジュール：マクロボタン x 4

テンキーモジュール：プログラマブルボタン x 5

コマンドモジュール：メディアコントロール（再生／一時停止、
停止、ミュート、「前へ」、「次へ」）、モード切替ボタン

（１、２、３）、バックライトスイッチ（On/Off）、
Windowsキーロック（On/Off）、マクロボタン x 9、

E.Y.E. OLED（ページアップ、ページダウン、
ファンクション１、ファンクション2、回転ベゼル）

（最大63機能割当可能）

パームレスト部：左親指ボタン、左親指ホイール

マクロボタンモジュール：マクロボタン x 4

テンキーモジュール：プログラマブルボタン x 5

電源 AC 100V-240V(50/60Hz) USB

対応ソフトウェア STソフトウェア STソフトウェア

対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、8

（32ビット、64ビットともに対応）
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、8

（32ビット、64ビットともに対応）

接続I/F
PCとの接続：USB

USBセルフパワーハブ x 2

PCとの接続: USB x 1、 アナログステレオミニ x 2
（ヘッドフォン用 x 1、マイク用 x 1）

パススルー端子：アナログステレオミニ x 2
（ヘッドフォン用 x 1、マイク用 x 1）

パッケージサイズ
（横x奥行x高さ）mm

390 x 195 x 240 385 x 185 x 235

パッケージ重量 g 3,670 2,825

備考

自在なレイアウトを可能にするモジュールシステム、
最大72機能割当可能なV.E.N.O.M. TFT-LCDタッチ

スクリーン、WASDおよび矢印キーのリムーバブル・キー
キャップ2種類付属、取り外しツール、コントロールパネル

フィクシングツール付属、1600万色から選べるRGB
バックライト、セルフパワーUSBハブ2口搭載、

アンチゴースト機能搭載

自在なレイアウトモジュールシステム、メディアコントロールや
９個のマクロボタン、モード切替ボタンを搭載したコマンド

モジュール、コントロールパネル調整ツール付属、
1600万色から選べるRGBバックライト、ヘッドセット用
アナログ音声パススルー端子、アンチゴースト機能搭載

	  

S.T.R.I.K.E.シリーズキーボードのレイアウト例

レイアウトA: フルキーボード

レイアウトB: 左手用キーボード

レイアウトC: テンキーレスキーボード

レイアウトD: 分離型フルキーボード

レイアウトE: テンキー左側配置フルキーボード



マッドキャッツについて
Mad Catz Interactive, Inc. (AMEX/TSX: MCZ) は、Mad Catz(カジュアルゲーム)、Cyborg (本格ゲーム)、TRITTON
(ゲーミングオーディオ)、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: tterasawa@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。
* 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。

付録：S.T.R.I.K.E. シリーズ デモ機展示予定店舗一覧
地域 店舗名 住所 電話番号

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

東北 TWOTOP仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル1F 022-256-7877

関東 ビックカメラ新宿西口店 東京都新宿区西新宿1-5-1 03-5326-1111

関東 ヨドバシカメラ新宿西口本店 東京都新宿区西新宿1-11-1 03-3346-1010

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

関東 マウスコンピューターG-Tune:Garage 東京都千代田区外神田1-2-4秋葉原ダイレクトショップ2F 03-5209-3474

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

関東 ツクモDOS/Vパソコン館 東京都千代田区外神田1-11-3 03-3254-3999

関東 パソコン工房秋葉原本店 東京都千代田区外神田3-1-16 ダイドーリミテッドビル 1F 03-5297-2681

関東 ドスパラパーツ館 東京都千代田区外神田3-11-4ドスパラパーツ館ビル 03-6866-7224

関東 トレーダー秋葉原４号店カオス館 東京都千代田区外神田3-14-8 03-3255-3431

関東 TWOTOP秋葉原本店 東京都千代田区外神田 3-14-10 秋葉原ＨＦビル 1 Ｆ 03-5209-7330

関東 パソコンショップアーク 東京都千代田区外神田 3-16-18 通運会館 1F 03-5298-7059

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

関東 ヨドバシカメラマルチメディア横浜 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7 045-313-1010

中部 エディオン松本なぎさ店 長野県松本市渚1-7-1 なぎさライフサイト内 0263-24-3961

中部 グッドウィルEDM本店 愛知県名古屋市中区大須3丁目12-35 052-249-9888

中部 マウスコンピューター名古屋ダイレクトショップ 愛知県名古屋市中区大須3丁目19-12 052-269-0217

中部 ソフマップ名古屋駅ナカ店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅構内 052-459-3810

中部 エディオンイオンタウン刈谷店 愛知県刈谷市東境町京和1番地イオンタウン刈谷内 0566-26-1511

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

近畿 ソフマップ大阪なんばザウルス２ 大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-25 06-6634-0071

近畿 PCワンズ 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１２番１号 06-6630-4444

近畿 マウスコンピューター大阪ダイレクトショップ 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目12-2 06-4396-6311

近畿 ジョーシンJ&Pテクノランド 大阪府大阪市浪速区日本橋5-6-7 06-6634-1211

近畿 フェイス大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-1-3 1F 06-6636-8646

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

九州 TWOTOP博多店 福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル1F 092-474-5741

沖縄 グッドウィル北谷店 沖縄県中頭郡北谷町美浜3丁目1-6 098-982-7633

* デモ機展示店舗は、都合により、予告無く変更に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

