
     

 

 

 

 

. 

  

マスターガイド



Razer Panthera Evo は、Razer™ メカニカルスイッチ採用ボタンと反応速度

を強化した Razer Panthera の後継機です。アクチュエーションポイントを最

適化し、超高速反応を実現し、3,000 万回のボタン入力を想定した業界トッ

プの耐久性が特長です。.Razer Panthera Evo は、ユーザーの好みに合わ

せて天板アートワークを変更したり、パーツ交換も可能です。また 3.5 mm（

4 極）ステレオミニ端子を搭載し、ヘッドセットの使用も簡単です。Vewlix タ

イプの 8 ボタンレイアウトと三和電子製業務用ジョイスティックパーツで、高

速反応と共に業務用筐体と同じ感覚を味わうことができます。 
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1. パッケージ内容 システム要件

パッケージ内容

▪ アーケードスティック、 用

▪ 重要な製品情報ガイド

システム要件

▪ 空き ポートがある または 以上

 

の互換性は、 により試験され、保証されているわけで

はありません

 

  



2. ユーザー登録/テクニカルサポート 

ユーザー登録 

ウェブサイト (razerid.razer.com/warranty) 上で Razer ID を使ってご購入の製品を登録すると、同製

品の保証の状態に関するリアルタイムの情報を取得できます。 

まだ登録して Razer ID を入手していない場合は、razerid.razer.com で登録することで Razer のさま

ざまなメリットをご利用いただけます。 

 

 

テクニカルサポート 

登録によるメリット： 

▪ 1 年間のメーカー限定保証 

▪ 無料オンラインテクニカルサポート (support.razer.com) 

 

 

ご使用の製品

のシリアル番

号は、こちら

に表示されて

います。



3. 技術仕様 

 技術仕様 

▪ Razer™ メカニカルスイッチの押しボタン 

▪ アートワークとカラーのカスタマイズ 

▪ PS4® で使える 3.5 mm アナログヘッドセット端子 

▪ 8 ボタン Vewlix タイプレイアウトと三和電子製ジョイスティック 

▪ 9.8 ft / 3 m ハードワイヤードケーブルとケーブル管理ストレージ 

サイズおよび重量（概算） 

▪ 長さ: 385 mm / 15.2 in    

▪ 幅: 260 mm / 10.2 in 

▪ 高さ: 121 mm / 4.7 in 

▪ 重量: 2.1 kg / 4.6 lbs 

 



4. 各部の説明 

 

 アートワークを交換できるプレート

カバー

 三和電子 製ジョイスティック、ボ

ールトップグリップ付

 メカニカルスイッチ押しボタ

ン

 ボタン

 タッチパッド

 

 ボタン

 ボタン

 コントロールスティックスイッチ

左アナログスティック、方向パッド

、右アナログスティック

 ロック ロック解除スイッチ

 音量コントロールボタン

 マイクミュートボタン

 



 

 ヘッドセットポート

 オプション ボタン

 共有 ボタン

 ケーブルコンパートメント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RAZER PANTHERA EVO のセットアップ 

1. ケーブルコンパートメントを開き、Razer Panthera Evo の USB ケーブルを取り出します。 

 

 

2. ご使用の PlayStation®4 の USB 端子に Razer Panthera Evo を接続します。 

 

3. PS ボタンを押すと Razer Panthera Evo の準備が完了します 

 

 



6. YOUR RAZER PANTHERA EVO の使用方法 

コントロールスティックスイッチ 

コントロールスティックスイッチで、ジョイスティックのコントローラー機能を左アナログスティック (LS)、

方向パッド (DP)、または右アナログスティック (RS) のいずれかにシフトします。 

 

ロック/ロック解除スイッチ 

このスイッチを、ロック (  ) に設定すると、SHARE (共有) ボタン、OPTIONS (オプション) ボタン、PS 

ボタンが無効になります。 

 

音量コントロールボタン 

音量コントロールボタンを押すと、ヘッドセットポートの音量を切り替えられます。また、 音量コントロ

ールボタンを長押ししてジョイスティックを上下に動かすと、ヘッドセットポートの音量を増減できます

。ヘッドセットポートの音量が最低または最高設定に達すると通知トーンが聞こえます。 

 



マイクミュートボタン 

マイクミュートボタンでは、ヘッドセットポートに接続したヘッドセットのマイクのミュートまたはミュート

解除ができます。接続したヘッドセットのマイクをミュートにすると、マイクミュートボタンが赤色に点灯

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RAZER PANTHERA EVO のカスタマイズ 

ボールトップグリップの取り外しとアートワークの変更 

1. Razer Panthera Evo の底のねじをプラスドライバー (非同梱) で取り外します。 

 

2. アーケードスティックを横に傾け、マイナスドライバー (非同梱) を手に取り、その平らな先端

を穴の中にあるねじ頭に確実に差し込みます。 

 

 



3. マイナスドライバーを持ちながら、ジョイスティックシャフトから完全に外れるまでボールトップ

グリップを反時計回りに回し、シャフトカバーとジョイスティックダストカバーを取り外します。 

 

 

4. アーケードスティックを平らな面に置き、プレートカバーのねじを取り外します。 

 

 

 



5. プレートカバーとアートワークを取り外します。 

 

6. Razer Panthera Evo の上に合わせて、カスタムアートワークデザイン*を置きます。 

 



7. プレートカバーをアーケードスティックに乗せ、そのねじを締めて所定の位置に固定し、シャフ

トカバーとジョイスティックダストカバーを元の位置に戻します。 

 

8. 穴の中のねじ頭にマイナスドライバーの平らな先端を確実に差し込んだ状態で、ボールトップ

グリップを時計回りに回して、所定の位置に固定します。 

 

 



9. Razer Panthera Evo の底のねじを再び取り付けます。 

 

アクションボタンのカスタマイズ 

作業を始める前に、アーケードスティックから、底のねじ、プレートカバー、アートワークを完全に

取り外しておきます。 

1. Razer Panthera Evo を平らな面に置きます。 

2. プラスドライバー (非同梱) で、コンパートメントカバーのねじを取り外します。 

 



3. コンパートメントカバーを右方向に持ち上げ、空いている手で軽く支えます。これで、アクショ

ンボタンとケーブルに手が届きます。 

  

 

4. クイックディスコネクト (QD) ケーブルの小さいタブをそれぞれ慎重につまみ、アクションボタン

から取り外します。 

 



5. アクションボタンのファスナーを抑えながら、アクションボタンをそっと押し出します。ファスナ

ーは、ドライバーを使用すると簡単に押さえておくことができます。 

 

6. 変更するすべてのアクションボタンに対して、手順 4 と 5 を繰り返します。 

7. 目的のアクションボタンまたはボタンカバー* を、空いているスロットに挿入します。 

 



 ケーブルをアクションボタンに再び取り付け、すべてのケーブルを正しく接続します

。

ケーブルを再び取り付けるときは、それぞれのケーブルペアの色が正しいことを

、 のラベルステッカーで確認してください。必要に応じて、ア

クションボタンの配線を他のアクションボタンの配線に変更することもできます

。

 

9. コンパートメントカバーの向きを合わせて配置し、ねじを再び取り付けます。 

 



10. アートワークとプレートカバーをアーケードスティックに乗せ、そのねじを締めて所定の位置に

固定し、シャフトカバーとジョイスティックダストカバーを元の位置に戻します。 

 

 

11. 穴の中のねじ頭にマイナスドライバーの平らな先端を確実に差し込んだ状態で、ボールトップ

グリップを時計回りに回して、所定の位置に固定します。 

 



12. Razer Panthera Evo の底のねじを再び取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 安全性と保守 

安全上のガイドライン 

Razer Panthera Evo の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを

推奨します。 

デバイスの操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、

Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com までサポートをご依頼ください。 

デバイスの分解（保証の適用外になります）、および問題のある状態で操作することは絶対にしない

でください。 

デバイスが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。本デバイスならびに構成部品

は、指定の温度範囲である 0˚C （32˚F）から 40˚C （104˚F） 以内でのみ操作してください。この範囲外

の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフに

しておきます。 

快適性 

研究によると、長時間の同じ動きの繰り返し、ゲーミングデバイスの不適切な位置、不適切な姿勢、

そして悪習慣などは身体的な快適性を損ない、神経、腱および筋肉の障害につながる可能性があり

ます。 以下は、怪我を予防し、Razer Panthera Evo を最も快適に操作するためのガイドラインです。 

1. Razer Panthera Evo を目の前の手が届く範囲に配置します。 

2. 椅子および/またはテーブルの高さを調節し、Razer Panthera Evo が肘よりも低い位置にな

るようにします。  

3. 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。 

4. ゲーム中は、手首の力を抜きまっすぐにしておきます。 手で同じ動作を繰り返す場合は、

長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けます。  

5. 手首を堅い面に長時間乗せないようにします。 ゲーム中はリストレストを使い、手首をサポ

ートします。 

6. 長時間同じ姿勢で座っていないようにします。 立ち上がり、デスクから離れて、腕、肩、首と

脚を伸ばすような運動をします。  

 

Razer Panthera Evo の使用中に手、手首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、またはしびれ

のような身体的に不快適さを感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。  

 

http://www.razersupport.com/


メンテナンスと使い方 

Razer Panthera Evo を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。ゴミが溜まらな

いように、1 か月に 1 回はこれらデバイスを柔らかい布で拭くことをお勧めします。石鹸や強い影響

を与える洗剤は使わないでください。 

  



9. 法的権利 

著作権および知的財産権情報 

Copyright © 2019 Razer Inc. All rights reserved. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by 

Razer Chroma", Razer のロゴは, の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国ある

いはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の

商標または所有物です。  

 “  “ , “PlayStation“, and “  “ are trademarks or registered trademarks of Sony 

Interactive Entertainment LLC. 

SANWA is a trademark of Sanwa Denshi Co., Ltd. 

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other 

trademarks are the property of their respective owners. 

Razer Inc. (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘

密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を (登録、未登録に関わらず) 所有することができ

ます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許

諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Ifrit (「製品」) は、パッケージなどに掲載された

写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わな

いものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。 

製品の限定保証 

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razer.com/warranty を参照してください。  

法的責任の制限 

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生

じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な

、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入

額を超えることはないものとします。 



一般条件 

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれ

かの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は (その条項が無効ある

いは法的強制力がない限りにおいて) 無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外

されるものとします。 Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。 

 


