ン

キ

ー

レ

ス

マウススペース最大級 黒く、重い
Ultra Thin Wired USB Compact Stylish Keyboard. Scissor-Switch TypeKeys Enjoy
feel-good typing withcomfortable keys.Supports 30 keys Anti-ghost key function in
USB interface. Supports disable and enable Windows & Application key.

これで戰え

ビットフェローズのゲーミングキーボードは
全機種 Ｎキーロールオーバー対応

テ

Soft touch with tactile response just like Mechanical switch Supports
disable and enable Windows & Application key Supports 30 keys
Anti-ghost key function in USB interface.

速く、薄い
Soft touch with tactile response just like Mechanical switch Supports
disable and enable Windows & Application key Supports 30 keys
Anti-ghost key function in USB interface.

bitFerrous GamingKeyboard catalog

electronics design, manufacturing and sales.

http://bit-trade-one.co.jp/product/bitferrous/

複数同時押し対応
コンパクトゲーミングキーボード

複数同時押し対応 パンタグラフタイプ
コンパクトゲーミングキーボード

フルＮキーロールオーバー
複数同時押し対応ゲーミングキーボード

複数同時押し対応
パンタグラフタイプキーボード

シリンドリカルステップスカルプチャー方式

コンパクトタイプテンキーレス

シリンドリカルステップスカルプチャー方式

最薄部約8mm 薄型設計スタイリッシュキーボード

プランジャー構造のアクチュエータを採用

スペシャルFnキー機能搭載

プランジャー構造のアクチュエータを採用

薄型ハイレスポンス パンタグラフ方式を採用

スペシャルFnキー機能搭載

縦置き収納も可能

ウィンドウズキーロック機能搭載

オーディオコントロール + WINキーロック機能

BLACK

BLACK

GamingKeyboard
ProductSpeciﬁcations

ボディカラー

BLACK

BL A C K

N キーロールオーバー

インターロック

WHITE

一般的なキーボードのキーを同時に押した場合、3〜5キー程度しか入力を受け付けませんが、
Nキーロールオーバーキーボードは、それ以上の同時入力を受け付ける事ができるため、スムースなゲーミングが可能となります。

対応OS

日本語版OS : Windows10、Windows8.1、Windows8,Windows7，Vista™搭載のDOS/Vパソコン

対応機種

USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種。
(一部対応しない機種があります） NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。

USB1.1(タイプAコネクタ) USBフルスピードモード

対応インターフェース規格
キースイッチ方式

メンブレン方式

メンブレンパンタグラフ方式

メンブレン方式

メンブレンパンタグラフ方式

キーストローク

3.8±0.4mm

2.2mm

3.8±0.4mm

2.2mm

押下特性

55g±20g

60±20g

60g±20g

60±20g

キーピッチ

19mm

19mm

19mm

19mm

キー耐久性能

約 2000 万回

約 1000 万回

約 2000 万回

約 2000 万回

キー数

92 日本語 かな表記なし

88 日本語 かな表記なし

109 日本語かな表記なし

113 日本語 かな表記なし

ケーブル長

約1.8m

約1.5m

約1.6m

約1.8m

本体寸法

W367×D148×H34mm

W326×D135×H18.8mm

W448×D148×H34mm

W447×D141×H24mm

重量

約1028g（ケーブル含む）

約490g（ケーブル含む）

約1170g（ケーブル含む）

約830g（ケーブル含む）

動作環境:温度

0〜45℃、湿度10〜60％

0〜45℃、湿度10〜60％

0〜45℃、湿度10〜60％

0〜45℃、湿度10〜60％

付属品

取扱説明書1部

取扱説明書1部

取扱説明書1部

取扱説明書1部

生産国

Made in China

Made in China

Made in China

Made in China

保証期間

お買い上げから6ヶ月間

お買い上げから6ヶ月間

お買い上げから6ヶ月間

お買い上げから6ヶ月間

製品型番

BFKB88PCBK

ボディカラー白 : BFKB88PCWH
ボディカラー黒 : BFKB88PCBK

BFKB109UP1

BFKB113PBK

JAN

4562469770604

ボディカラー白 : 4562469770574
ボディカラー黒 : 4562469770567

4562469770116

4562469770048

※ スイッチ単体での性能です

スタンド使用時 43mm

※ 結露なきこと

保証書1部

※ スイッチ単体での性能です

※ スイッチ単体での性能です

スタンド使用時26mm

スタンド使用時 43mm／キートップ含む高さ H38mm

※ 結露なきこと

※ 結露なきこと

保証書1部

保証書1部

※ スイッチ単体での性能です

スタンド使用時 H31mm

※ 結露なきこと

保証書1部

製品パッケージ

・記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。・パソコンの機種・BIOSによってはサスペンドモード後に弊社キーボードを認識しない場合があります。・ご利用のPCおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけ
ない場合があります。・USBポートに接続する場合は、パソコン本体のポートに接続してください。・一部のアプリケーションによっては本製品の機能をご利用できない場合があります。・その他、記載されている製品名、社名は一般的に各社の登録商標、商標で
す・パソコンの機種・BIOSによっては、Windowsが起動する前のコマンド（BIOSの設定・SCSIボードの設定など）はできません。・パソコンの機種・BIOSによっては、このキーボードを初めて使用する際、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードをパソコン本
体に接続しておく必要があります。・パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード（スリープモード・スタンバイモード）後にUSBキーボードを認識しない場合があります。このときは、接続しているUSBキーボードをいったん取り外してからもう一度接
続し直してください。・ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能（画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど）は、このキーボードからは操作できません。

http://bit-trade-one.co.jp

■代理店

【株式会社 ビット・トレード・ワン】
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原8丁目10-18 フレンドビル3F
製品・各種サービスについてのお問い合せ先

Mail : info@bit-trade-one.co.jp
ビットフェローズおよび

は株式会社ビット・トレード・ワンのプロダクト製品ブランドです。
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