2. 安全上のご注意〈必ずお読みください〉

3. 健康上のご注意

○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用
ください。

・指先、手、手首、腕、肩などに違和感や痛み、疲れを感じる場合は
使用を中止してください。
そのあとに不快感や痛みなどが続く場合は医師に相談してくだ
さい。

○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や
第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んで
おりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたし
ます。

・障害や疾患がある場合や、疲れがある場合は製品を操作をする
ことによって症状が悪化する可能性があります。
このような場合、使用する前に医師に相談してください。

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容
を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がでる
煙が出る、異臭がする、異音がでるときはすぐに機器の電源を
切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼
されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに接続
ケーブルを抜いてサポートセンターまでご連絡ください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。

■雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない
感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。
感電や故障の原因になります。

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにあり

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを
すると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した
内容を示します。

がとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が
記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を
正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じて
ご活用ください。

■設置場所に関しての注意事項
以下のような場所に置くと火災や感電、
または故障の原因となり
ます。
・油煙やお香など煙のあるところ、低温または高温になるところ
・湿度の高いところ、水などがかかるところ
・粉塵やほこりが多いところ
・直射日光のあたるところ
・化学工場など一般家庭ではないところ

4. 制限事項
・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データ
の消失等については、弊社では一切その責を負いません。
・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わ
る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での
使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関し
ては一切の責任を負いません。

6. 製品仕様
型番

CRC-GMRGB02BK（ブラック）
CRC-GMRGB02WT（ホワイト）

商品名

RACEN RGBゲーミングマウス LT Black
RACEN RGBゲーミングマウス LT White

マウスセンサー

Pixart PMW3325（ⅠR LED）

インターフェイス

USB 2.0

ボタン数

6ボタン（うち1個はDPⅠ値変更用）

DPⅠ

400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 8000

最大加速度

20G

トラッキング速度

100ⅠPS（固定）

ポーリングレート

1000Hz（固定）

・他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互
に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してくだ
さい。
・本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC 100 Vとは
異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。

発光パターン
（10種類）

・本製品は記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース
以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性
があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
・本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上
に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに
対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンド
などは動作対象外とさせていただく場合がございます。
・本製品の故障を含めていかなる理由であっても、データの損失
があった場合の補償はできかねます。
ご使用の際には、バックアップをとりつつ運用を行ってください。

ケーブル長

約1.8m

寸法（約）

幅66mm
高さ40mm
奥行127mm

重量

約80g（ケーブル含まず）

■長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してくだ
さい。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの
動作を保証するものではありません。

■小さいお子様を近づけない
お子様が機器に触らないよう、
ご注意ください。
小さい部品の誤飲やケーブルを首に巻き付けたりなどの事故の
原因となる場合があります。
■ケーブルを体に巻き付けたり、
人が通るところに這わせ

1. スタンダード
2. シグナル
3. ブレス
4. シンクロウェーブ
5. イルミネーション
6. ムーブサーチ
7. スルーウェーブ
8. フラッシュウェーブ
9. パワーウェーブ
10. CAUTIONシグナル
11. OFF

温度・湿度

5. 製品内容

温度5℃〜35℃・湿度20%〜80%
（結露しないこと、接続するPCの動作
範囲内であること）

□ マウス本体
□ 取扱説明書/保証書（本書）

7. 対応機種・対応OS

ないでください

1. ご使用の前に
・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに
登録商標です。
・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

ケガや事故、故障の原因となります。

■静電気にご注意ください

対応機種

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や
故障の原因となります。

■シンナーや洗剤などで拭かないでください。
汚れが付いた場合は乾いた布で軽く拭いてください。

対応OS

USB Type-Aポートを搭載した
Windows PC
Windows 10 / Windows 8.1
※Windows Updateで最新の状態
にしてご使用ください。

8. 各部の名称とはたらき
上面

❶

9. PCとの接続方法

13. 劣化について

16. サポートのご案内

本製品は時間の経過などにより、ケーブル被膜がベタベタしたり、
ケーブル部分が硬くなる場合があります。
また、使用状況により底面のソールが削れて動かしづらくなる
場合があります。
これらの劣化が生じた場合は、
ご使用を中止し、新しいものをお買い
求めください。

底面

❷
⬅ USBコネクタへ

❹

症

状

認識されない

DPⅠ設定ボタンを押すと、DPⅠ値を変更することができます。
DPⅠ値を変更した際、一時的にランプの色が変わり、DPⅠ値を判別
できます。

■DPⅠ値とLED発光色の関係
・400 dpi ………… 赤
・800 dpi ………… 青
・1600 dpi ……… 緑
・3200 dpi ……… 黄
・6400 dpi ……… 青緑
・8000 dpi ……… 紫

❸ホイールボタン
（スクロールボタン）
❹DPⅠ設定ボタン
本製品使用時のDPⅠ値を設定します。
（→本書「10. DPⅠ設定について」参照）

11. LED発光パターンの設定について
❶ 押しながら

❷ 押す

DPⅠ値を変更すると一時的にランプの色が変わります。
（本書「10. DPⅠ設定について」参照）

❼進むボタン

質

問

やLinuxで動作しま
すか？

※各ボタンの機能は固定となり、割り当ての変更や無効などの
設定はできません。

設置場所やPC本体との距離などによって
は、ノイズ等の影響を受けることがあり
ます。

サポート対象外となります。
サポート対象外の OS に関しては弊社で
動作確認を行っておらず、
ご使用に関して
は自己責任での範囲となります。
ドライバ の 提 供や操 作 方 法 等はご案 内
できかねます。

マウスは床の表面を読み取って動作します。
・ガラスなど表面が滑らかな床面の場合、
上手く読み取れない場合があります。
コピー用紙や市販のマウスパッドなどの
上で動作をご確認ください。
・ノートパソコンなどの場合、本体側の
タッチパッドなどの機能が干渉する場合
があります。
詳しくはパソコンのメーカーにお問合せ
ください。

・汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布
をきつく絞って、力を入れず軽く拭きとってください。
拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。

・奥まった部分にホコリが入った場合は、市販のブロアーなどで
吹き飛ばしてください。

答

カーソル の 動きが
悪い

12. お手入れについて

・アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品につけな
いでください。
変色、破損、故障などの原因となります。

回

本製品は赤外線を用いて床面を検知して
いるため、光は見えません。

・毎日のお手入れはやわらかい乾いた布で軽く拭いてください。

WEBブラウザで「戻る」の操作が行えます。

以下をお試しください。
・接続ケーブルを確認する。
・Windowsを再起動してみる。
・USB ハブを経由して接続している場合
は、PC本体に直接接続してみる。

マウスのセンサ ー
部が光らないので
すが故障ですか？

WEBブラウザで「進む」の操作が行えます。

❽戻るボタン

置

設置位置や接続するポートを変えてみての
動作をご確認ください。

Windows Server

「ホイールボタン（スクロール
ボタン）」を押しな がら「 戻る
ボタン」を押 すと、L E D 発 光
パターンを変更することができ
ます。

❺光学センサー
❻LED発光部

接 続してしばらく
経つと認 識されな
くなってしまう

処

センチュリーサポートへご相談の際は…

「ゲーミングマウスライト」

お使いの PCや本製品、パッケージなどを
ご用意したうえでお電話いただくと、対応
がスムーズに進みます。

15. FAQ（よくある質問とその回答）

❶左ボタン
❷右ボタン

10 時 〜 午後 5 時まで）

平日午前

※本体からケーブルを取り外すことはできません。

10. DPⅠ設定について

❼ ❽

04 ‒7142 ‒7533
（電話受付時間

〜お願い〜
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから
発送をお願いいたします。

14. トラブルシューティング

❻

左側面

〒277‒ 0872
千葉県柏市トヨフタ
（十余二）249 ‒329

【FAX 】
04 ‒7142 ‒7285
【Web】https://www.century.co.jp
【Mail】support@century.co.jp

❸

❺

【販売 ・ サポート】 【サポートセンター】

PC側からLED発光
色や発光パターンを
変更できますか？

保証事項
１．正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、
無償修理いたします。
２．保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
a ．購入日を証明する資料を提示されない場合。
b ．購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
c ．火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および
損傷。
d ．お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないため
に生じた故障および損傷。
e ．接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
f ．消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
g ．正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
h ．中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
３．本製品の使用によって生じた直接・間接の故障（データの損失等）
については当社は
一切その責任を負うことはできません。
４．無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただき
ます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の
返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客
様負担とさせていただきます。
５．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
６．本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
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残念ながらできません。
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