


極限までの軽さ + 光のような速さ = LIGHT²

最速の動きと最高の精度を両立させるため、Light² 200 はその骨格に至るところまで、
徹底的に削ぎ落とされました。わずか 62 グラムのこのマウスは、Sharkoon の最軽量
のマウスであるだけでなく、史上最軽量のマウスのひとつとなりました。最大で 
16,000 DPI に設定できる超精密なセンサー、極めて柔軟なケーブル、そして極限の滑
りやすさを発揮する 100% PTFE 製のマウスフィートにより、あらゆる物理的限界が打
ち消されました。Light² 200 は性能的に優れるだけでなく、交換可能なパーツと調整可
能な RGB イルミネーションにより、誰もが自分好みにカスタマイズできるマウスと
なりました。 超軽量
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構造による軽量化

側面、裏面、上部のハニカム構造によってこのゲーミングマウスは極限まで軽量化されました。わずか 62 グラ
ムの Light² 200 は手の中の空気のように感じられるでしょう。このため、僅かな抵抗や疲れを感じることもなく
滑らかに操作できるのです。



カスタマイズ可能なデザイン

最高のカスタム性を実現するため、Light² 200はモジュール式の設計とな
っています。これにより、個人の好みに合わせてマウス本体のパーツを
交換できます。磁力で取り付けられているハニカム構造の上部は、素
早く簡単に取りはずし、無孔式のカバーに取り替えることができ、
総重量がわずか3グラムほど増えるだけです。また、上面が
簡単に取り外せるので、いつでも手軽にマウスを清掃
できます。

カスタマイズ性を更に高めるため、この
マウスには交換可能な DPI ボタンが 3 つ
用意されています。スリムな黒いボタン
を同サイズの青いボタンに交換できるほ
か、使いやすいように僅かに背が高くな
った赤いボタンにも交換できます。



カスタマイズ可能なデザイン

Light² 200 は世界で最も軽いマウスの中の一つであるだけではなく、その軽さゆえ、光の速度で的確に動くことが可能です。
Light² 200 Side Grip は、Light² 200 のグリップ力を向上させることで、しっかりとしたホールド感を実現しています。そして、
Light² 200 Side Grip のサイドカバーは装着はとても容易で、手入れがしやすい素材です。

*

*同梱されていません。

向上したグリップ力

もちろん人間工学に基づいた形状によって、Light² 200 はすでに心地よくしっかりと手にフィットします。しかし、Light² 200 
Side Grip ならゲーム対戦中であっても、より確実にマウスの動きを制御できます。合成皮革製の Light² 200 Side Grip の
カバーは、その素材感と表面の凹凸がある構造によって、Light² 200 の両サイドに心地よいグリップ感と密着感を与えま
す。正確な動きのために最適なホールド力を、ゲームが白熱する最中でも実感できます。

Light² 200 Side Grip は Light² 200 の両サイドにかんたんに取り付けられ、必要であればすぐに取り外せます。粘着性の表
面を採用し、サイドカバーは数秒でマウスに取り付けられます。採用した合成皮革素材は汗や湿気に強く、手入れも簡単
です。だから Light² 200 Side Grip があれば、休む間もなくやってくる次のゲームセッションに、準備万端の状態で挑める
のです。



スムーズな操作感

Light² 200 の軽さが扱いやすさを損ねることはありません。120 x 66 x 42 ミリメートルのサイズと僅かに右側に傾
斜する形状によって、使用者の手の大きさに関わらずぴったり手にフィットするだけでなく、様々な握り方で扱
うことができます。マウス側面のハニカム構造は、ゲーム中のグリップ性を向上させてくれます。そして極限の
滑りやすさを発揮する 100% PTFE 製のマウスフィートと、極めて柔軟なケーブルにより、ハードウェアの限界
に妨げられることなく快適にゲームに没頭できます。 

E スポーツ級の
テクノロジー

Light² 200 の光学式 PixArt 3389 センサーは、最大 16,000 DPI 
という、プロ級の解像度を誇ります。これは広範囲のゲーム
に対応するゲーミングソフトウェアによって、ゲームのジャ
ンルに合わせて調整することもできます。それに加え、プロ
グラミング可能な 6 つのボタンを使用することで、最も重要
なコマンドを即座に実行できます。2,000 万回以上のクリック
に耐える長寿命を誇る左右のマウスボタンには、高性能のオ
ムロンスイッチが搭載されています。



ダウンロード可能なゲーミングソフトウェア

調整可能な RGB 
イルミネーション

Light² 200 のスクロールホイールとマウス
の手前部分には RGB イルミネーションが
搭載されています。気分に合わせて光を変
えるだけでなく、自分好みのカスタマイズ
を実現できます。ソフトウェアを
使用することで、RGB イルミ
ネーションをお望みの色と
効果に調整できます。



仕様

基本情報:
 カラー: Black, White
 最大 DPI/CPI: 16,000 DPI 
 最小 DPI/CPI: 50
 センサー: 光学
 チップ: Pixart PMW 3389
 ライト効果: RGB
 ポーリングレート: 1,000 Hz
 フレーム･パー･セコンド: 16,000
 インチ･パー･セコンド: 400
 最大加速度: 50 g
 ハニカム構造
 カスタマイズ可能なデザイン
 マウスフィート: PTFE x5
 ケーブル抜きの重量: 62 g
 寸法 (L x W x H): 120 x 66 x 42 mm
 対応 OS: Windows

キーのプロパティ:
 キー数: 6
 プログラム可能なボタン: 6
 キーの動作寿命:
      最低 2000 万回のクリック

DPI プロパティ:
 DPI 段階: 7, 変更可能
 DPI スイッチ
 DPI 表示: LED

ソフトウェアのプロパティ: 
 ゲーミングソフトウェア
 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
 プロファイル保存数: 5

ケーブルとコネクタ:
 コネクタ: USB
 金メッキ USB プラグ
 超柔軟、繊維編組ケーブル
 ケーブル長さ: 180 cm

パッケージ内容:
 LIGHT2 200
 交換可能なトップカバー
 交換可能なDPIボタン
 スペアのマウスフィート
 マニュアル
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