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2021年 11月 25日 

SB C&S株式会社 

 

テンキーレスタイプのゲーミングキーボード

ROCCAT「Vulcan TKL Pro」とマウスパッド「Sense」

などの周辺アイテムの販売を開始 
～アームレストやヘッドホンスタンド、Amazon限定のマウスも販売開始～ 

 

SB C&S株式会社は、VOYETRA TURTLE BEACH, INC（本社：米国ニューヨーク州、CEO：Juergen 

Stark）が展開するドイツ発のゲーミングデバイスブランドROCCAT（ロキャット）から、数々の受賞歴

をもつゲーミングキーボード「Vulcan（ヴァルカン）シリーズ」からテンキーレスタイプの「Vulcan TKL 

Pro（ヴァルカン ティーケーエル プロ）」とラインアップが追加されたマウスパッド「Sense（センス）」

などの周辺アイテムを、2021年 11月 26日から SoftBank SELECTION オンラインショップ、Amazon、

全国の大手家電量販店（一部店舗を除く）で販売を開始します。販売の開始に先立ち、SoftBank 

SELECTION オンラインショップ、PayPayモール、Amazonでは、本日から予約の受け付けを開始しま

す。 

 

 

 

【Vulcan TKL Pro】 

受賞歴のあるオリジナルのゲーミングキーボード「Vulcan」から進化した新しい工学スイッチ「Titan 

Switch Optical（チタン スイッチ オプティカル）」を搭載し、テンキーレスとなった「Vulcan TKL Pro」

が登場します。コンパクトなテンキーレスデザインを採用しているため、デスクのスペースを大幅に広げ

ることで、より自然な位置に手を置いてゲームを楽しむことができます。また、マウスをより大きく動か

すことができるため、エイミングの正確性も向上します。初導入した「Titan Switch Optical」は、光学ス

イッチに ROCCAT 独自のメカニカルなキーストロークの感触を業界で初めて導入しています。このスイ

ッチにより、かつてないほどの速度、正確性、そして耐久性を実現しています。 

 

製品画像 
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主な特長 

 受賞歴を持つ「Vulcan」がテンキーレスのフォームファクターに進化 

 超高速でメカニカルな感触の Titan Switch Opticalを初導入 

 1億回のキーストロークが可能な耐久性を実現 

 キーボードのコンパクト化によりマウスの可動域が広がる 

 超薄型デザインにより手首の負担を低減 

 キー安定技術を導入 

 AIMO（アイモ）インテリジェントライティングエンジンを搭載 

 ミュートやボリューム調整が可能なミキサースタイルのメディアコントロール 

 取り外し可能な編み込みUSB-Cケーブル 

 

製品概要 

本体サイズ 360（W）×34（D）×133（H）mm 

重量 660g 

システム要件 Windows® 7、8、10対応 

インターフェース USB 2.0（またはそれ以降）のポート 

同梱物 マニュアル（英語） 

 

価格 

オープン価格 

（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 1万 7,480円 / 税抜き 1万 5,891円） 

 

製品の詳細 

 日本語配列版 ホワイト 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855526475.html 

 日本語配列版 ブラック 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855525775.html 

 英語配列版 ホワイト 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855526420.html 

 

【Senseシリーズ】 

「自分にピッタリの Senseを」をコンセプトに誕生したマウスパッドの「Senseシリーズ」に新たなライ

ンアップが登場します。プレイスタイルとパソコン環境に合わせて、異なる加工や大きさから選ぶことが

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855526475.html
https://shop.softbankselection.jp/item/0731855525775.html
https://shop.softbankselection.jp/item/0731855526420.html
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できます。 

 

Sense Core（センス コア） 

品質・信頼性・快適さを兼ね備えたマウスパッドを求めるパソコンゲーマー向けの製品です。細かく調整

されたマイクロウェーブクロス製の表面が、スピードとコントロールをパーフェクトなバランスで実現し

ます。 

 

製品名 

 

Sense Core ミニ 

 

Sense Core スクエア 

 

Sense Core XXL 

本体サイズ 

（W×D×H） 
250×210×2mm 450×450×2mm 900×420×2mm 

表面素材 ポリエステルクロス 

背面素材 天然ラバー 

参考価格※ 
税込み 780円 

（税抜き 709円） 

税込み 1,680円 

 （税抜き 1,527円） 

税込み 2,180円 

（税抜き 1,982円） 

※SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格（上段：税込み、下段：税抜き） 

 

 製品の詳細 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855531813.html 

 

Sense Icon（センス アイコン） 

既存の周辺機器とよくマッチし、使い心地がよく高性能なマウスパッドを求める ROCCAT ファンのため

にデザインされています。ROCCAT 特有の躍動感のある色を散りばめたカスタムアートワークが印刷さ

れている一方で、頑丈な樹脂加工で耐水性のある布製の表面が、どんなゲーミングマウスでもスムーズか

つ安定した動きを可能にしています。使い心地がよく分厚いラバーベースにより、マウスパッドを好みの

位置に固定することが可能です。 

 

製品名 

 

Sense Icon スクエア 

 

Sense Icon XXL 

本体サイズ 

（W×D×H） 
450×450×3mm 900×420×3mm 

表面素材 樹脂加工のポリエステルクロス 

背面素材 天然ラバー 

参考価格※ 
税込み 2,180円 

（税抜き 1,982円） 

税込み 3,280円 

（税抜き 2,982円） 

※SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格（上段：税込み、下段：税抜き） 

 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855531813.html
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 製品の詳細 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855533763.html 

 

Sense CTRL（センス コントロール） 

正確なコントロールを重視するゲーマー向けのマウスパッド。独自のバルカナイズ製法の表面は熱処理加

工された生地がしっかりと安定したプレイエリアとなり、どの方向にマウスを動かしても同じ感覚と反応

を実現しています。 

 

製品名 

 

Sense CTRL スクエア 

 

Sense CTRL XXL 

本体サイズ 

（W×D×H） 
450×450×3mm 900×420×3mm 

表面素材 バルカナイズ製法のポリエステルクロス 

背面素材 天然ラバー 

参考価格※ 
税込み 3,280円 

（税抜き 2,982円） 

税込み 4,380円 

（税抜き 3,982円） 

※SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格（上段：税込み、下段：税抜き） 

 

 製品の詳細 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855531783.html 

 

Sense Pro（センス プロ） 

軍服や高級スポーツウェアで使用される緻密に織り込まれた素材を採用。耐久性を実現するだけでなく、

安定感と高速性を兼ね備えた平坦な表面に仕上げているため、鋭く機敏なマウス操作が可能です。 

 

製品名 

 

Sense Pro スクエア 

 

Sense Pro XXL 

本体サイズ 

（W×D×H） 
450×450×2mm 900×420×2mm 

表面素材 ミリタリーグレードのポリエステルクロス 

背面素材 天然ラバー 

参考価格※ 
税込み 3,380円 

（税抜き 3,073円） 

税込み 5,480円 

（税抜き 4,982円） 

※SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格（上段：税込み、下段：税抜き） 

 

 製品の詳細 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855531769.html 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855533763.html
https://shop.softbankselection.jp/item/0731855531783.html
https://shop.softbankselection.jp/item/0731855531769.html
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Sense Immortal（センス イモータル） 

「Senseシリーズ」の中で最も厚みのある 5.1mm厚のマウスパッドです。 

 

製品名 
 

Sense Immortal 

本体サイズ 

（W×D×H） 
780×330×5.1mm 

表面素材 ポリエステルクロス 

背面素材 天然ラバー 

参考価格※ 
税込み 3,280円 

（税抜き 2,982円） 

※SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格（上段：税込み、下段：税抜き） 

 

 製品の詳細 

https://shop.softbankselection.jp/item/4250288145993.html 

 

【Kone Pure SEL（コーンピュア エスイーエル）】 

コアパフォーマンス RGBゲーミングマウスです。従来モデルである「Kone」の 91%の大きさで 88gとい

う驚異的な軽さを実現し、長寿命の Omron©（オムロン）製スイッチを搭載しています。人間工学に基づ

いた本体だけでなく、最高 5,000dpiまで調整可能な高精度の Pro-Optic（R7）センサーを搭載するなど、

非常に高機能なゲーミングマウスに仕上げています。 

 

製品画像 

 

 

価格 

Amazon限定商品：税込み 3,280円 / 税抜き 2,982円 

 

製品の詳細 

 ブラック 

https://www.amazon.co.jp/dp/B09JZ69TPH 

 ホワイト 

https://www.amazon.co.jp/dp/B09JZ3ZHBN 

https://shop.softbankselection.jp/item/4250288145993.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B09JZ69TPH
https://www.amazon.co.jp/dp/B09JZ3ZHBN
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【Rest（レスト）】 

マウスやノートパソコン用に設計された人間工学に基づくリストレストです。ジェルを配合した柔らかい

クッションを採用し、最大限の快適さを実現。外出先でのゲームにも快適に使用いただけます。 

 

製品画像 

 

 

価格 

オープン価格 

（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 1,080円 / 税抜き 982円） 

 

製品の詳細 

https://shop.softbankselection.jp/item/4250288155183.html 

 

【HSR1（エイチエスアールワン）】 

ROCCATのヘッドセットスタンドは、あらゆるオーバーイヤーヘッドセットにご利用いただけます。高品

質のスチール製で、ゲームの中断時にヘッドセットを安全に置くことができます。 

 

製品画像 

 

 

価格 

オープン価格 

（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 3,280円 / 税抜き 2,982円） 

 

製品の詳細 

https://shop.softbankselection.jp/item/0731855559022.html 

 

https://shop.softbankselection.jp/item/4250288155183.html
https://shop.softbankselection.jp/item/0731855559022.html
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SoftBank SELECTION オンラインショップ 

https://shop.softbankselection.jp/ 

 

【製品に関するお問い合わせ】 

SB C&S株式会社グローバルサポート窓口 

https://gp.supportweb.jp/ 

 

 

VOYETRA TURTLE BEACH, INC（Turtle Beach, ROCCAT）について 

Turtle Beachは米国発のゲーミングヘッドセットブランドとして、10年以上米国のコンソールゲーミン

グヘッドセット市場を牽引しています。ROCCATはVOYETRA TURTLE BEACH, INCに属するドイ

ツ発のゲーミングデバイスブランドです。 

 
⚫ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。 

⚫ その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。 

 

https://shop.softbankselection.jp/
https://gp.supportweb.jp/

