ャップが

14 個の PBT キーキ

含まれています

RGB
ILLUMINATION

KAILH BOX
SWITCHES

主な特徴

マルチメディアと
LED カスタマイズ設定 S1-S5

繊維編組ケーブル

ゲーミングモード

RGB
ILLUMINATION

GAMING MODE

追加機能

方向キーは WASD キーと交換可能

INTERCHANGEABLE
KEY FUNCTIONS

SKILLER SGK60 は、他のキーボードにはない、ユーザ

ーが今まで使用したことがないキーボードです。三つの
異なるモデルで革新的な Kailh BOX スイッチの選択が
可能なため、
キーボードは作業用でも、
ゲーム用でも理
想的なタイピング感覚をご提供します。
また、キーボー
ドには 14 個の耐摩耗性 PBT キーキャップも付属してい
ます。
これらは、磨耗する兆候を見せることなく、長期間
使用できるようにダブルインジェクション構成を用いて
作られています。
そして、キーボードのビジュアルデザイ
ンは、
ダイヤモンドカット・アルミニウムの上に、角を落と
して仕上げられています。

ライティング効果

特徴
 3 ブロックレイアウトの









メカニカルゲーミングキーボード
水とホコリの侵入を防ぐ Kailh BOX スイッチ
Edge Light で広範囲に光る RGB イルミネーション
14 個の予備用 PBT キーキャップ
マクロ、
イルミネーションとマルチメディア機能に
特化した 4 つのキー
精巧にカットされた頑丈なアルミ製のボディ
取り外し可能な USB-C ケーブル
20 のイルミネーション効果
直感的に操作できるソフトウェアは
3 つのプロファイルを作成可能

テーラードスイッチとキー

14 個の頑丈で磨耗性のある PBT キーキャップに加えて、SGK60 は 3 つの Kailh-BOX の
中から選択できるため、
ゲーマーは自分のタイピング体験を自由にパーソナライズできま
す。選択には、
フィードバックなしの赤色スイッチ、触覚によるフィードバックを備えた茶色
スイッチ、触覚と音響によるフィードバックを備えた白色スイッチがあります。
タイピング感
覚は、理想的にパーソナライズすることができ、
スイッチのクリックは生涯において少なく
とも 8000 万回クリックできることにも深い感銘を受けるでしょう。
これらの全てが、
アルミニ
ウム表面で頑丈なダイヤモンドカットにより、補完されています。

KAILH BOX
SWITCHES

調節可能な RGB イルミネーション

キーボードにおいて、利用可能なソフトウェアを
前回商品のように SGK60 は印象的なイルミネーションを備えております。
使用して、
ゲーマーはキーボードとキーボードのバックに沿ったエッジライト、20 種類のユニークな照明効果の範囲から
選択することができます。
キーボードを介して、照明効果を制御することができ、
ダウンロード可能なソフトウェアを使用し
て効果の明るさを調節することができます。
さらに、個別のボタンが照明をアクティブまたは、非アクティブにすることがで
きます。

RGB
ILLUMINATION

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE

広範囲なマクロ関数

ダウンロード可能なソフトウェアを使用して、全種類のマクロを製造することができ、最大
20 のゲームプロフィールを使用することも可能です。391 マクロエントリーキーを記録する
ことができ、各エントリーキーを個別ごとに調節することも可能です。
スペシャルマクロキ
ーによって、マクロを素早く呼び出すこともできます。

MACRO KEY

キーボードを介して、メディアコントロール

マクロキーに加えて、SGK60 はコンピューターのデフォルトとして設定されているメディ
アプレイヤーを制御するオプションを提供するファンクションキーを備えております。
そ
のファンクションキーを使用して、音量を調節したり、曲の切り替え、一時停止や再生等
の機能を持っています。同様に、E-mail や File Explorer など、様々な機能に素早く便利
にアクセスするためのファンクションキーが備わっています。

ボリュームアップ

ボリュームダウン

再生/一時停止

停止

前のトラック

次のトラック

電子メール

タイムレスで広々と

450 mm の実質的な長さの SGK60 は、魅力的なサイズです。幅 165 mm、快適な高さ 38 mm 同様に、三つの完全なレイア
ウトは、多作のライターとゲーマーが心から望んでいたものとなるでしょう。使いやすさをとことん追及し、キーボードでの
素晴らしいパフォーマンスを重視するゲーマーの要望を満たすだけでなく、
シンプルさと自由な動作の可能性はゲーマー
にとって魅力的なものとなるでしょう。

38 mm

165 mm

450 mm

仕様

基本情報
 タイプ: ゲーミングキーボード
 スイッチ技術:
メカニカル (Kailh BOX Red) /
メカニカル (Kailh BOX Brown) /
メカニカル (Kailh BOX White)
 イルミネーション: RGB
 調整可能なイルミネーション
 ライト効果
 最大ポーリングレート: 1,000 Hz
 ゲーミングモード
 3 ブロックレイアウト
 取り外し可能なケーブル
 ケーブルを除く / ケーブルを含む重量:
1,014 g / 1,056 g
 寸法 (L x W x H): 450.2 x 164.5 x 38.4 mm
 対応 OS: Windows
キーのプロパティ
 マルチメディアキー: 3
 マクロキー: 1
 マルチメディア動作がプリセットされた
ファンクションキー

 N キーロールオーバー対応
 方向キーは WASD キーと交換可能
 作動力: 45 ± 10 g (Red) /
45 ± 10 g (Brown) / 45 ± 15 g (White)
 スイッチ: リニア (Red) /
タクタイル (Brown) / タクタイル (White)
 スイッチ: 検出不可能 (Red) /
検出可能 (Brown) / 検出可能 (White)
 クリックプレッシャーポイント:
検出不可能 (Red) /
検出不可能 (Brown) /
正確に検出可能 (White)
 作動接点までの距離: 1.8 mm
 キーの動作寿命:
最小 8000 万回のキーストローク
ケーブルとコネクタ
 コネクタ: USB Type-C
 繊維編組ケーブル
 ケーブル長さ: 180 cm
 金メッキ USB プラグ
ソフトウェアのプロパティ
 ゲーミングソフトウェア
 個別に設定可能なキー機能
 プロファイル保存数: 20
 ゲームプロファイル保存用の内蔵メモリ
 内蔵メモリの容量: 64 kB
パッケージ内容
 SKILLER SGK60
 PBT キーキャップセット
 マニュアル
 USB ケーブル (180 cm)

sharkoon.com

