
マッドキャッツ、「ゴーストリコン フューチャーソルジャー」推奨
ヘッドセットとゲームパッドを発売

光入力による7.1ch ドルビーサラウンド対応高音質ヘッドセットと
ゴーストリコン フューチャーソルジャーに最適化されたコンバットボタン搭載のゲームパッド

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、 
ユービーアイソフト株式会社が展開するゲームソフト「ゴーストリコン フューチャーソルジャー」
推奨のヘッドセット1機種とゲームパッド2機種を2012年7月5日（木）に発売します。

2012年6月15日

マッドキャッツ ニュースリリース　#2012051501

「ゴーストリコン フューチャーソルジャー 7.1 ドルビーサラウンド ヘッドセット」は、米国のゲ
ーマーの間で定評の高いTRITTON「AX 720」をベースに開発された7.1chドルビー
サラウンド搭載の高音質ヘッドセットです。ゲームのサウンドを大迫力の立体的な臨場感で再現す
るほか、仲間とのボイスチャットも自分の音声を確認できるSVM機能により快適に行えます。さら
に、両側のイヤーカップは内蔵されたLEDにより「ゴーストリコン」のロゴが点灯し、ゲームのも
つ緊迫感を一層高めます。

「ゴーストリコン フューチャーソルジャー プロ ワイヤレス ゲームパッド」は、2.4GHz 帯の遅
延のないワイヤレステクノロジーを使用したゲームパッドで、軽量な内蔵型バッテリーにより駆動
し、PlayStation®3に対応します。

「ゴーストリコン フューチャーソルジャー プロ ワイヤード ゲームパッド for Xbox 360®」は、
有線タイプのゲームパッドで、振動機能を搭載しXbox 360®に対応します。

上記2つのゲームパッドには、 主にシューティング時のエイミング（ターゲットを狙う動作）を素
早く簡単に操作することが可能なコンバットボタンを背面に2つ搭載し、さらに、Ubisoft Enter-
tainment 社「ゴーストリコン」開発チームが推奨する最適なボタンマッピングを割り当てる事が可
能です。また、スティック部分には、内蔵LEDによるゴーストブルーのイルミネーション機能を搭
載しています。

「ゴーストリコン フューチャーソルジャー 
7.1 ドルビーサラウンド ヘッドセット」

型番：MC-GRF-7HS
価格：17,800円（税込）

対応機種：PlayStation®3、Xbox 360®、
光音声出力搭載のWindowsまたはMacパソコン

「ゴーストリコン フューチャーソルジャー 
プロ ワイヤレス ゲームパッド」

型番：MC3-GP-GRF-PRO
価格：4,980円（税込）

対応機種: PlayStation®3

「ゴーストリコン フューチャーソルジャー 
プロ ワイヤード ゲームパッド for Xbox 360®」

型番：MCX-GP-GRF-PRO
価格：4,980円（税込）
対応機種: Xbox 360®
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＜製品概要＞

製品名 英語 Ghost Recon: Future Soldier™ 7.1 Dolby Surround Headset

製品名 日本語 ゴーストリコン フューチャーソルジャー 7.1 ドルビーサラウンド ヘッドセット

型番 MC-GRF-7HS

JAN コード 4580398811267

希望小売価格 17,800円（税込）

発売日 2012年7月5日

保証期間 2年間

本体サイズ
（幅×奥行×高さ）mm

200 x 100 x 200

本体重量 g 343

ケーブル長 m 4

色 ゴーストブルー

ヘッドフォン部分

チャンネル数 7.1ch

ドライバータイプ
（サイズ / 材質)

40 mm / ネオジム

周波数特性 25Hz - 22kHz

SN比 106dB/V

マイク部分 高耐久性・脱着可能タイプ

必要システム
ゲーム機: PlayStation®3、Xbox 360® 

パソコン: Windows® / Mac（但し、光による音声出力S/PDIF端子を持つ機種に限る）

接続I/F

PlayStation®3接続時: 　ゲーム音響入力：S/PDIF(オプティカル）
　チャット音声入出力/電源供給：USB

Xbox 360接続時: 
　ゲーム音響入力：S/PDIF(オプティカル）
　チャット音声入出力:　2.5mmアナログヘッドセット端子
　電源供給: USB端子（またはコントローラー端子）

Windowsパソコン接続時:
　ゲーム音響入力: S/PDIFオプティカル）、
　チャット音声入出力/電源供給: USB

Mac 接続時（光角形プラグから光ミニプラグへの変換ケーブルを別途購入する必要があります）
　ゲーム音声入力：S/PDIF（オプティカル）、
　チャット音声出力/電源供給：USB

特殊機能

7.1ch サラウンド 対応
（Dolby Digital EX、Dolby Pro Logic IIx、Dolby Headphone)

イヤーカップイルミネーション用LED内蔵

付属品

Dolbyデジタルデコーダーボックス、インラインコントローラー、リムーバブルマイク、
Xbox Liveコミュニケーションケーブル、

オプティカルケーブル、USBケーブル、デジタルオーディオ
アダプター、デコーダースタンド、取扱説明書（英語）

パッケージサイズ
（幅×奥行×高さ）mm

226 x 150 x 260

パッケージ重量 g 1320

MC-GRF-7HS 製品画像
上部ショット、インラインコントローラー、
デジタルデコーダーボックス、付属ケーブル



製品名 英語 Ghost Recon: Future Soldier™ Pro Wireless GamePad
Ghost Recon: Future Soldier™ 

Pro Wired GamePad for Xbox 360®

製品名 日本語
ゴーストリコン フューチャーソルジャー 

プロ ワイヤレス ゲームパッド
ゴーストリコン フューチャーソルジャー 

プロ ワイヤード ゲームパッド for Xbox 360®

型番 MC3-GP-GRF-PRO MCX-GP-GRF-PRO

JAN コード 4580398811243 4580398811250

標準小売価格（税込） 4,980円（税込） 4,980円（税込）

発売予定日 2012年7月5日 2012年7月5日

保証期間 90日間 90日間

色 ゴーストブルー ゴーストブルー

本体サイズ（W x D x 
H） mm

本体: 165 x 100 x 55
レシーバー: 56 x 11 x 8

155 x 110 x 58

本体重量 g
本体: 190

レシーバー: 7
314（ケーブルを含む）

ケーブル長cm 140（充電用） 300

パッケージサイズ 
（W x D x H） mm

140 x 75 x 195 140 x 75 x 195

パッケージ重量 g 367 447

対応機種 PlayStation®3 Xbox 360®

必要システム
PlayStation®3 システムソフトウェア 

ver 2.80以降を推奨 -

電源 内蔵型充電池 -

入出力機能

△・◯・×・□・R1・R2・L1・L2・SELECT・START・
ホームボタン・方向キー・左スティック・右スティック・

コンバットボタン１・コンバットボタン１機能切替スイッチ
（方向キー下・左・上・LP）・コンバットボタン２・コンバット
ボタン２機能切替スイッチ（□・×・○・RP）・電源スイッチ

（LEDスイッチ兼用）

A ボタン・B ボタン・X ボタン・Y ボタン・左トリガー・右トリ
ガー・LB・RB・

BACK ボタン・START ボタン・Xbox® ガイドボタン・　方向
パッド・左スティック・右スティック・コンバットボタン１・コン
バットボタン１機能切替スイッチ（方向パッド下・左・上・LP）・

コンバットボタン２・コンバットボタン２機能切替スイッチ
（X・A・B・RP）・ヘッドセット端子

備考

Ghost Recon: Future Soldier 専用コンバットボタンマッピング
機能、クイックファイヤートリガー機能、精密ターゲットテクノ

ロジー、エルゴノミック ノンスリップ ピストルグリップ、
イルミネーションバックライト・コントローラーポート

インジケーター、スリープモード、電池切れお知らせ機能

付属品（充電用USBケーブル、
2.4GHzワイヤレスUSBレシーバー、取扱説明書（保証書））

Ghost Recon: Future Soldier 専用コンバットボタンマッピング
機能、クイックファイヤートリガー機能、

精密ターゲットテクノロジー、
エルゴノミック ノンスリップ ピストルグリップ、

イルミネーションバックライト・
コントローラーポートインジケーター、振動機能

付属品（取扱説明書（保証書））

接続I/F USB（充電時）・2.4GHzワイヤレス（使用時） USB端子（コントローラー端子）

MC3-GP-GRF-PRO 製品画像
背面、パッケージ、コンバットボタン、

スティックのイルミネーション

MCX-GP-GRF-PRO 製品画像
背面、パッケージ、コンバットボタン、

スティックのイルミネーション



ゴーストリコン フューチャーソルジャーについて
アメリカ特殊部隊「ゴースト」の戦いを描く、ミリタリーアクションシューターの最新作。近未来ならではの最先端の兵器を
装備したゴーストのメンバーとなり、テロ組織壊滅をめざしましょう。圧倒的なグラフィックと映画のような演出が極限まで
臨場感を高め、まさに戦場のリアルを味わうことができる！　さらに、現実空間にデジタル情報を表示させる「AR
（拡張現実）」をゲーム内でも再現。
詳細は （ www.ubisoft.co.jp/grfs/ ） をご覧下さい。 

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)及びEclipse (ホーム & オフィス)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、Saitek ブランドの下で運営され
るフライトシミュレーションセンター、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

TRITTONについて
TRITTONは、設立以来、高性能ゲーミングヘッドセット、およびゲーミングオーディオ機器の開発生産にフォーカスして
きました。イノベイティブで信頼性が高く、先進のテクノロジーを搭載したTRITTON製品は、世界中のプロゲーマーから
カジュアルゲーマーに至るまでの高い評価を得ており、2010年には米Mad Catz Interactive社傘下の1ブランドとなり、
その製品開発力を更に向上させています。その他の情報につきましては、 www.trittonusa.com  をご覧下さい。

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。
* マッドキャッツ、Mad Catz、TRITTON、TRITTONロゴ、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。
* © 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy, Ghost Recon, Ghost Recon Future Soldier, the Soldier Icon, 
　Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
* © 2012 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft、Xbox、Xbox 360は、米国 Microsoft Corporation 
  および / またはその関連会社の登録商標または商標です。
* “PlayStation”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
* パソコンとの互換性は、すべての機器への接続・動作を保証するものではありません。
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