コンティークスは、日本有数の家具産地である福岡県大川市に本社を構え、インテリアメーカーとして 50 年以上、
チェアやソファなどの家具をつくり全国へお届けしてきた、関家具が開発するゲーミングギアブランドです。
レーシングシートを源流とするデザインはそのままに、日本人の体形や生活環境を考慮し、オフィスシーティング
や高級ソファの快適な座面構造設計のノウハウ、プロプレイヤーからの声をもとに生み出されました。
フレーム構造を日本人体形に合うように設計し、高級ソファと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用。
フラットな座面形状で、坐骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることで、ゲームへの集中
を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供します。

(C)NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.
(C)2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’ s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

賞金総額 1500 万円！

「R6 Japan Championship 2020」
2020 年、国内における「シージ」esports シーンの最高峰。
9/19 にはじまり幾戦の末 10/18 開催の Final に勝ち進んだ
FAV gaming と、CYCLOPS athlete gaming の 2 チーム。
そのロスターは以下の通り。
■FAV：No2、ShiN、Afro、Taipon、ChloroForM
■CAG：Anitun、gatorada、SuzuC、BlackRay、Ayagator
細かな立ち回りで FAV にやりたいことを完遂させず、相手に
チャンスを与えないまま CAG がマップを取得。
CAG は 3-0 で、Bo5 の試合を圧倒的なストレートで優勝。
2020 年 3 月に開催された「R6 祭」での優勝も合わせ、今年の
日本国内レインボーシックスシージ界の制覇を果たしました。
-RESULT優勝：CYCLOPS athlete gaming
2 位：FAV gaming
3 位：GUTS Gaming
4 位：エヴァ：e
5 位：GEARMIX esports/NORTHEPTION/ELEMENT.36 JAPAN/Sengoku Gaming

※コンティークス「アイガー」チェアにて大会をサポート

プロダクトサポート｜CAG サイクロプスベース｜FAV Retloff・SylFy・Noki

ゲーミングチェア「ローザ」
通気性に優れた、ジャージファブリックを採用、
フィット感重視のハイスペックモデル。
[ 参考価格 ]

Jersey Fabric Model

Rosa
SPEC

◆サイズ
幅 71.5× 奥行 71.5× 高さ 126.5-134.0cm
座面高 42.5-50.0cm (DIN4550 Class-4 シリンダー )
160°静音リクライニング金具 / 15°ロッキング（ゆりかご機能）
◆素材
表面 : ジャージファブリック（ポリエステル 100％）
構造 : メタルフレーム ( 静電粉体塗装 ) / モールドウレタン ( 座面 )
PU 樹脂キャスター / 新型４D アームレスト

POINT
コンティークスのハイスペックモデル。
アームレストには、スタイリッシュで美しい質感のアルミ素材を採用。
なめらかな操作性と強度を両立。
通気性と伸縮性に優れたファブリック採用し快適な座り心地を実現。

【VALORANT Mildom Masters 2020 大会サポートチェア】
おすすめ身長 160 - 192cm

4D

COLOR

アームレスト高 61cm

Fabric

¥38,800-（税込）

プロダクトサポート｜CAG どぐら｜FAV R6S 部門｜FAV Ryusei｜SG LoL 部門｜SHG シャドーバース部門｜Team YAMASA ノビ・タケ

ゲーミングチェア「アイガー」
表面に高級感あるソフト PU レザーを採用、
フィット感重視のスタンダードモデル。
[ 参考価格 ]

PU Leather Model

Eiger
SPEC
◆サイズ
幅 71.5× 奥行 71.5× 高さ 126.5-134.0cm
座面高 42.0-49.5cm (DIN4550 Class-4 シリンダー )
160°静音リクライニング金具 / 15°ロッキング（ゆりかご機能）
◆素材
表面 : ソフト PU レザー
構造 : メタルフレーム ( 静電粉体塗装 ) / モールドウレタン ( 座面 )
PU 樹脂キャスター /３D アームレスト

POINT
コンティークスのスタンダードモデル。
フラットなモールドウレタン座面。
3D( 昇降 / 前後 / 回転 ) アームレストを装備。
低座面シリンダー蒸れにくいパンチング PU を採用。

【R6 Japan Championship 2020 大会公式チェア】
おすすめ身長 158 - 190cm

3D

COLOR

アームレスト高 56.5cm

PU

¥33,880-（税込）

プロダクトサポート｜CAG サイクロプスベース｜FAV Kitassyan・HoT_Chocol4tE｜マラさん

ゲーミングチェア「ルセル」
足がしっかり床につく低床座面高シリンダー採用、
小柄な方におすすめなベーシックモデル。

PU Leather Model

Roussel
SPEC
◆サイズ
幅 71.5× 奥行 71.5× 高さ 119.5-125.5cm
座面高 41.0-47.0cm (DIN4550 Class-4 シリンダー )
135°静音リクライニング金具 / 15°ロッキング（ゆりかご機能）
◆素材
表面 : ソフト PU レザー
構造 : メタルフレーム ( 静電粉体塗装 ) / モールドウレタン ( 座面 )
PU 樹脂キャスター /４D アームレスト

POINT
快適なモールドウレタン座面。
4D( 昇降 / 前後 / 左右 / 回転 ) アームを装備。
座面高も 410 ～ 470mm 低座面シリンダー。
小柄な方でも裸足で足が床につくモデル。

おすすめ身長 155 - 180cm

4D

COLOR

アームレスト高 56cm

PU

[ 参考価格 ]

¥32,780-（税込）

プロダクトサポート｜FAV Kitassyan・IFyNoI3a

ゲーミングチェア「ルセル オットマンタイプ」
ベーシックなルセルに仮眠やリラックスできる
便利なオットマンを内蔵したモデル。
[ 参考価格 ]

SPEC
◆サイズ
幅 71.5× 奥行 71.5× 高さ 119.5-125.5cm
座面高 41.0-47.0cm (DIN4550 Class-4 シリンダー )
135°静音リクライニング金具 / 15°ロッキング（ゆりかご機能）
◆素材
表面 : ソフト PU レザー
構造 : メタルフレーム ( 静電粉体塗装 ) / モールドウレタン ( 座面 )
PU 樹脂キャスター /４D アームレスト

POINT
休憩や仮眠にうれしいオットマン内蔵。
オットマン内蔵ながら、低座面設計。
座面高も 410 ～ 470mm 低座面シリンダー。
小柄な方でも裸足で足が床につくモデル。

¥36,080-（税込）

プロダクトサポート｜FAV 配信スペース｜FAV sako・Fisker・shinohara・TENSAI

ゲーミングチェア「シャスティーナ」
お部屋になじむ、ソファーファブリックを採用、
小柄な方におすすめなベーシックモデル。

Sofa Fabric Model

Shastina
SPEC
◆サイズ
幅 71.5× 奥行 71.5× 高さ 119.5-125.5cm
座面高 41.0-47.0cm (DIN4550 Class-4 シリンダー )
135°静音リクライニング金具 / 15°ロッキング（ゆりかご機能）
◆素材
表面 : ファブリック（ポリエステル 100％）
構造 : メタルフレーム ( 静電粉体塗装 ) / モールドウレタン ( 座面 )
PU 樹脂キャスター /４D アームレスト

POINT
通気性に優れたファブリック採用し快適な座り心地を実現。
快適なモールドウレタン座面。
4D( 昇降 / 前後 / 左右 / 回転 ) アームを装備。
座面高も 410 ～ 470mm 低座面シリンダー。
小柄な方でも裸足で足が床につくモデル。
おすすめ身長 155 - 180cm

4D

COLOR

アームレスト高 56cm

Fabric

[ 参考価格 ]

¥39,600-（税込）

シックなゲーミング環境 9 万円プラン
「これ間違いないプレイ環境編」
【プラン内容】

グラウンズデスク W140

¥35，200-

グラウンズ PC ワゴン

¥19，800-

アイガーゲーミングチェア

¥33，880-

total
¥88，880【コメント】
基本に忠実なゲーミング環境を構築する。
e スポーツやゲーム配信をはじめようと思っている方や今の環境
に満足されていないプレイヤーにおススメです。
最近の配信環境ではデュアルモニターが標準的な環境、一般的な
120cm 幅のデスクでは作業スペースがせまいのです。
卓上に置けるコンパクト PC ではない場合など、PC ワゴンにタワー
型の PC 本体を据え置いて、美しく収納ができます。
この３点セットを基本に、必要に応じて収納ラックなどを追加して
いくのがおすすめです。
ちなみに部屋が狭い方や予算を考慮すると 120cm 幅（¥24，200-）
もおすすめです。
そうすると total ¥77，880- と８万円プランになります。

ゲーミングチェア「ティトリス」
お部屋になじむ、ソファーファブリックを採用、
「あぐら」がかけるワイド座面モデル。
[ 参考価格 ]

Sofa Fabric Model

Titlis
SPEC-Floor Chair
◆サイズ
幅 53.0× 奥行 55.0× 高さ 106.0cm
座面高 22.0cm
135°静音リクライニング金具
◆素材
表面 : ファブリック（ポリエステル 100％）
構造 : メタルフレーム ( 静電粉体塗装 ) / モールドウレタン ( 背 / 座 )
360°回転ベース /３D アームレスト
おすすめ身長 155 - 200cm

アームレスト高 37.5cm

¥37,800-（税込）

プロダクトサポート｜SG CRASH｜Team YAMASA ユウ｜FAV okina95

ゲーミングチェア「ティトリス」
お部屋になじむ、ソファーファブリックを採用、
「あぐら」がかけるワイド座面モデル。
[ 参考価格 ]

SPEC
◆サイズ
幅 71.5× 奥行 71.5× 高さ 127.0-134.5cm
座面高 45.0-52.5cm (DIN4550 Class-4 シリンダー )
135°静音リクライニング金具 / 15°ロッキング（ゆりかご機能）
◆素材
表面 : ファブリック（ポリエステル 100％）
構造 : メタルフレーム ( 静電粉体塗装 ) / モールドウレタン ( 背 / 座 )
PU 樹脂キャスター /３D アームレスト

POINT
背と座の内部にモールドウレタンを使用したもっちりタイプ。
座面に盛り上がったサイドウォールがない為、
「あぐら」が組め
ゆったりと作業やゲームプレイに集中できます。
大柄な方向けのワイドで座面高も少し高めのモデルです。

おすすめ身長 170 - 200cm

3D

アームレスト高 59cm

Fabric

¥39,800-（税込）

ゲーミングスツール「アーク」
ゲーセンの筐体の感覚で座れるシンプルデザインのスツール
アーケードコントローラーに特化した水平に保てる低座面鷹。
[ 参考価格 ]

Arcade Game Stool

Arc

¥9,460-（税込）

モールドウレタン座面

SPEC
◆サイズ
幅 63.5× 奥行 63.5× 高さ 65.5-72.5cm
座面高 39.0-46.0cm (DIN4550 Class-4 シリンダー )
アームレストにもなる背もたれデザイン
◆素材
表面 : ソフト PU レザー
構造 : メタルベース ( 静電粉体塗装 ) / モールドウレタン ( 座面 )
ナイロン樹脂キャスター

POINT
プロが集まるトレーニングルームでの意見から生まれたスツール。
レバーで簡単に昇降調整が可能で、座面を回転させると背もたれが
肘おきにもなる背もたれ機能のあるラウンドスツール。
格闘ゲーム、カードゲームなどのプレイやざまざまな場面で活躍。
スマホゲームなどのプレイも快適です。
おすすめ身長 150 - 175cm

アケコン使用時

パッド使用時

オットマンスツール「グレッチャー」
ジャージファブリックと合成皮革の２モデル。
足置き用のオプショナルオットマンスツール。
[ 参考価格 ]

Ottoman Stool

Gletscher

¥15,400-（税込）

SPEC
◆サイズ
幅 63.5× 奥行 63.5× 高さ 40.0-47.0cm
座面高 38.5-45.5cm (DIN4550 Class-4 シリンダー )
サブチェアにもなるオットマンスツール
◆素材
表面 : ソフト PU レザー or ジャージファブリック
構造 : メタルベース ( 静電粉体塗装 ) / 高密度ウレタン ( 座面 )
ロック機能付き PU 樹脂キャスター

POINT
ゲーミングチェアでリラックスを求めるユーザーの要望で開発。
サブチェアや、仮眠の際の足置きオットマンとして便利な便利な
オットマンスツールです。
キャスターには、ロック機能が付いたキャスターを採用。
ロックして動かないようにすることができます。

ロック機能キャスター搭載

チェア オプション品

キャスター交換用固定脚
[ 参考価格 ]

合成皮革

ジャージファブリック

¥880-（税込）

ゲーミングビーズソファ「スクウェア」
「人をダメにしすぎない」ビーズクッションソファー
しっかり目のビーズで安定感と快適な座り心地を目指しました。
[ 参考価格 ]

Beads Cushion Sofa

Square

¥16,800-（税込）

SPEC
◆サイズ
幅 66.0× 奥行 66.0× 高さ 70.0cm
座面高 38.0cm
撥水コーティングファブリック
◆素材
表面 : ファブリック（ポリエステル 100％）
構造 :3-5mm ポリスチレン発泡ビーズ

POINT
リビングでの TV プレイに最適なサイズ感。
しっかり目の発泡ビーズを採用と立体縫製のシートデザインで
身体にフィットした安定感あるゲームプレイが可能。

Foam Beads
3-5mm ポリスチレン発泡ビーズを採用。
ザクザク感があり、マイクロビーズに比べ
しっかりとした座り心地を実現しました。

軽量 約 3kg

COLOR

撥水機能

リビングゲーミング環境 5 万円プラン
「一人暮らし快適ゲーム環境編」
【プラン内容】

セクターラック W140

¥31，900-

スクウェア ビーズソファ

¥16，800-

total
¥48，700【コメント】
リビングでの据え置きゲーム機がメインだよっていうプレイヤー
におススメのセット。特に一人暮らしになった時に、自由にゲーム
しまくる学生や社会人も多いはず、テレビボードとソファー買うな
らセクターラック W140 とスクウェアビーズソファがおススメ。
また、お部屋の模様替えや家具の買いたしなどで、使いまわしがで
きるのもうれしいポイント。
TV ラック・収納ラック・デスクラックに組み替えが可能です。
W140 タイプでは、55 インチの液晶テレビがピッタリ入るラック
になります。
左の写真だと、デスクラックでの使用なのでシャスティーナチェア
をセットで ¥71，500- になり、一人暮らしだとこれに別途ベッド
を購入して 10 万円位でシンプルなお部屋を構築できます。

製品名

モデル

特徴

座面調節

リクライニング

座面サイズ

座面機能

アームレスト

フットベース

ローザ

スタンダード

高通気ファブリック
ベルト座面構造

42.5 ～
50.0cm

静音 160°
23 段階

横：39.0cm
奥：52.0cm

ロッキング
（ゆりかご）

新型 4D

ナイロン樹脂
PU キャスター

アイガー

スタンダード

フラット座面構造
一番人気製品

42.0 ～
49.5cm

静音 160°
23 段階

横：39.0cm
奥：52.0cm

ロッキング
（ゆりかご）

3D

ナイロン樹脂
PU キャスター

ベーシック

低床座面高
小柄な方におすすめ

41.0 ～
47.0cm

静音 135°
17 段階

横：41.0cm
奥：48.0cm

ロッキング
（ゆりかご）

4D

ナイロン樹脂
PU キャスター

ベーシック

低床座面高
オットマン内蔵

41.0 ～
47.0cm

静音 135°
17 段階

横：41.0cm
奥：48.0cm

ロッキング
（ゆりかご）

4D

ナイロン樹脂
PU キャスター

ベーシック

ソファファブリック
低床座面高

41.0 ～
47.0cm

静音 135°
17 段階

横：41.0cm
奥：48.0cm

ロッキング
（ゆりかご）

4D

ナイロン樹脂
PU キャスター

ワイド

ソファファブリック
ワイドモデル

45.0 ～
52.5cm

静音 135°
17 段階

横：54.0cm
奥：50.0cm

ロッキング
（ゆりかご）

3D

ナイロン樹脂
PU キャスター

座椅子

ソファファブリック
ワイド座椅子モデル

22.0cm

静音 135°
17 段階

横：54.0cm
奥：50.0cm

-

3D

360°回転盤
回転ベース

アーク

スツール

低床座面高
格闘ゲーム専用設計

39.0 ～
46.0cm

-

直径：39.5cm

-

背一体型

ナイロン樹脂
ナイロンキャスター

グレッチャー

オットマン

チェア用オプション
足置き

38.5 ～
45.5cm

-

横：44.5cm
奥：44.5cm

-

-

ナイロン樹脂
ロック PU キャスター

ルセル

シャスティーナ

ティトリス

ゲーミングデスク「レジェンド」シリーズ
Sengoku Gaming の LoL 選手陣の要望で作った、
e スポーツ向けゲーミングデスク
公式の試合に近い環境でプレイできるサイズ。
【W135/W110/W75 の３サイズ展開】

Moba Gaming Desk

Legends

◆傷や汚れに強い天板
塩化ビニール樹脂コートで
お手入れも楽々。

◆モニターアーム対応
天板厚 25mm でしっかり
取付が可能。

※この製品は、Riot Games の関連商品ではございません。

◆サイドもクランプ対応
マイクや照明などデスク横
にも取付が可能。

◆天板コード穴
天板にコード穴を装備。
配線も美しく管理できます。

◆磁石付タップも取付対応
デスクの補強バーに磁石付
電源タップをしっかり取付。

Legends Desk W75

Legends Desk W135

◆サイズ
幅 75.0× 奥行 75.0× 高さ 74.0cm
アジャスター付き ±1.0cm（天板厚 2.5cm）

◆サイズ
幅 135.0× 奥行 75.0× 高さ 74.0cm
アジャスター付き ±1.0cm（天板厚 2.5cm）

◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）

◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）

[ 参考価格 ]

¥22,000-（税込）

[ 参考価格 ]

¥37,400-（税込）

Legends Desk W110
◆サイズ
幅 110.0× 奥行 75.0× 高さ 74.0cm
アジャスター付き ±1.0cm（天板厚 2.5cm
◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）
[ 参考価格 ]

¥27,500-（税込）

プロダクトサポート｜Team YAMASA 配信スタジオ

ゲーミングデスク「グラウンズ」シリーズ
スタンダードなモデルで、基本に忠実に作りこんだ仕様、
使いやすいサイズにこだわったゲーミングデスク。
マルチモニター対応サイズの W140cm もラインナップ。

Standard Gaming Desk series

Grounds

◆傷や汚れに強い天板
塩化ビニール樹脂コートで
お手入れも楽々。

◆モニターアーム対応
天板厚 20mm でしっかり
取付が可能。

【W140/W120 の 2 サイズ展開】

◆サイドもクランプ対応
マイクや照明などデスク横
にも取付が可能。

◆天板コード穴
天板にコード穴を装備。
配線も美しく管理できます。

◆磁石付タップも取付対応
デスクの両足部分に磁石付
電源タップをしっかり取付。

Grounds Desk W120

Grounds Desk W140

◆サイズ
幅 120.0× 奥行 60.0× 高さ 70.0cm
アジャスター付き ±1.0cm（天板厚 2.0cm）

◆サイズ
幅 140.0× 奥行 60.0× 高さ 70.0cm
アジャスター付き ±1.0cm（天板厚 2.0cm）

◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）

◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）

[ 参考価格 ]

¥24,200-（税込）

[ 参考価格 ]

ワゴン内寸
内幅 27.0
奥行 48.5
高さ 52.7
（単位 : cm）

¥35,200-（税込）

Grounds PC Wagon
◆サイズ
幅 35.0× 奥行 60.0× 高さ 70.0cm
キャスター付き（ロック機構付き）
◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）
[ 参考価格 ]

¥19,800-（税込）

プロダクトサポート｜Team YAMASA 配信スタジオ（ワゴン）

ゲーミングストレージ「セクター」シリーズ
棚板を組み替えて様々なデバイスや機器を収納。
ラックは収納・TV ボード・デスクに組み替え可能。

Gaming Storage series

Sector

ワゴンは PC サイズに合わせ２サイズをご用意。

Sector Rack W120

Sector Rack W140

◆サイズ
幅 120.0× 奥行 40.0× 高さ 140.0cm
棚板サイズ 幅 115.0× 奥行 40.0cm
棚板ピッチ 7.5cm/18 段階
アジャスター付き ±1.0cm（天板棚板厚 4.0cm×2/ 棚板厚 2.0cm×2）

◆サイズ
幅 140.0× 奥行 40.0× 高さ 140.0cm
棚板サイズ 幅 135.0× 奥行 40.0cm
棚板ピッチ 7.5cm/18 段階
アジャスター付き ±1.0cm（天板棚板厚 4.0cm×2/ 棚板厚 2.0cm×2）

◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）

◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）

[ 参考価格 ]

¥27,500-（税込）

[ 参考価格 ]

¥31,900-（税込）

W40 内寸
内幅 34.9
奥行 85.0
高さ 55.5

（単位 : cm）

（単位 : cm）

W40→

←W30

※写真は W30 タイプです。

Sector Wagon W30

Sector Wagon W40

◆サイズ
幅 30.0× 奥行 90.0× 高さ 70.0cm※キャスター時
棚板ピッチ 5.0cm/11 段階 ATX 空冷 PC ケース向け
アジャスター & キャスター付き（内ロック機構付き 2 個）

◆サイズ
幅 40.0× 奥行 90.0× 高さ 70.0cm※キャスター時
棚板ピッチ 7.0cm/8 段階 ATX 水冷 PC ケース向け
アジャスター & キャスター付き（内ロック機構付き 2 個）

◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）

◆素材
表面 : 合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニールコーティング）
構造 : MDF/ スチール ( 静電粉体塗装）

[ 参考価格 ]

¥16,280-（税込）

[ 参考価格 ]

W30 内寸
内幅 24.7
奥行 85.0
高さ 55.5

¥17,600-（税込）

さまざまな施設やイベントに協力。

【大会使用実績】
FAVCUP 2021 sponsored by v6 プラス
R6 Japan Championship 2020
VALORANT Mildom Masters 2020
eSports Nation 2020 in Nagasaki（NBC 長崎放送）
Dota まらカップ in Sycom Gamers Week 2020
R6 祭 レインボーシックス フェスティバル
FAV gaming CUP sponsored by v6 プラス
ももち浜 e スポーツ選手権（TNC テレビ西日本）
O Games in Beppu 2020
【施設導入実績】
FAV gaming トレーニングルーム
Sengoku Gaming LoL ゲーミングハウス
CYCLOPS athlete gaming サイクロプスベース
株式会社 THE SALON 様 (SR 配信スタジオ )
eSPORTS Space プリーズ 松山店様
大村工業高等学校 e スポーツ部様
福岡ソフトバンクホークス様 球団オフィス
大原学園 福岡校 / 大分校 e スポーツ部様
esports studio KAGOSHIMA 様
個別学習塾 勉強ラボ様

Team YAMASA

Sengoku Gaming

「格闘ゲーマーにおけるチェア選びはとても重要」

「身体への負担が少なく、プレイ技術向上」に寄与。

私達は、アーケードコントローラーをふとももの上に乗せ

Sengoku Gaming League of Legends 部門のゲーミング

てプレイしますが、その際の操作感はチェアに左右される

ハウスで使用しているゲーミングチェアは、Contieaks の

といっても過言ではありません。

アイガーチェアとティトリスチェアです。

コンティークスのチェアは、座面がほぼ真っ直ぐなので、

プロ・アマ関係なくゲーマーは、椅子に座っている時間が

アケコンが斜めに傾いたりしない為、非常に操作しやすい

長くなりがちですが、他のゲーミングチェアには少ないフ

状態を維持でき、格ゲーにとっては大きなメリットだと実

ラットな座面と様々な機能によって、長時間の着座でも身

感しています。また、練習や配信で一日に何時問も同じ姿

体への負担が少なく、選手のプレイ技術向上にも大きく寄

勢でプレイすると、身体の節々が痛くなってしまいますが、

与していると感じます。

コンティークスは、日本人の体格向けに作られているから

実際に使用している選手たちからは

か身体への負担がとても少ないなと感じました。

Enty 選手「アジア人、日本人体型向けに作られているため、

使用されているパーツそれぞれの安全性や強度にもこだわ

とにかく座り心地が良く、リクライニングも非常に滑らか

って作られているようで、安心して使う事ができますし、

なのでずっと座っていられます。」

何か不具合があった際のアフターもレスポンスが早く、万

Crash 選手「ティトリスは他のチェアに比べ座面が広いた

がーの場合も素早く対応してくれるので、日本の会社が作

め、椅子の上であぐらを組む私にも適した作りになってお

った製品ならではかなと。手ごろな価格帯でクオリティ高

り非常に座りやすいです。」

い製品なので、一度、取扱店さんで試しに座って頂ければ

などの声があがっており、既にゲームプレイやトレーニン

と思います。

グに欠かせない存在となっているようです。
【使用モデル：アイガー / ティトリス (CRASH 選手 )】

【使用モデル：アイガー / ティトリス】

nobi 選手

Enty 選手

Crash 選手

Commercial Page

For Gamer

For Streamer

For Creator

プレイ・配信・編集、ゲーマーが求める全てをこの一台で

次世代グラフィックスによりパワーインスパイアされた

ZBOX Mini PC「MAGNUS ONE」

㈱ゾタック日本（https://zotac.co.jp/）

ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 搭載
GeForce RTX 3070 を標準装備しながら、幅 126mm × 奥行き 265.5mm × 高さ 249mm のコンパクトサイズを実現したゲーミングベアボーン。
トップと両サイドのほぼ全面をハニカム形状の通気孔とすることで、エアフローを向上。NVIDIA Ampere アーキテクチャを搭載した最新「ZOTAC GAMING
GeForce RTX™ 30 シリーズ」グラフィックスカードから究極のパフォーマンスを発揮します。
CPU：インテル ® CoreTM i7-10700 (8 コア /16 スレッド、2.9 GHz/ 最大 4.8 GHz)、GPU：NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6 256-bit
メモリ：なし（空き ×2：最大 64GB）※DDR4 SODIMM を使用、ストレージ：なし（空き：M.2 NVMe SSD×2、2.5 インチ HDD/SSD×1)
なお、16GB メモリ、512GB M.2 SSD を標準装備した Windows 10 Pro プリインストールモデルも用意。（2021/2/1 現在）

144Hz 対応 PC&PS5® 用 23.6 型ゲーミングモニター

GigaCrysta LCD-GC242HXB
144Hz 対応 PC や PS5® に最適なゲーミングモニター
本商品は最大 144Hz の高リフレッシュレートに対応した 23.6 型
ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。
「約 0.05 フレーム（約 0.35 ミリ秒）」の低遅延モードや暗いシーンもより
鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載しま
した。また、オーバードライブ機能で 0.6ms［GTG］の高速応答を実現！
HDR10 信号入力にも対応し、1 台でスピード感重視の FPS ゲームや動画、
インターネットなどあらゆる場面に活躍する液晶ディスプレイです。
さらに、背面のロゴが光るイルミネーションを搭載。色や光のパターンな
どお好みに合わせてカスタマイズできます。

㈱アイ・オー・データ機器（https://www.iodata.jp/）

米国に本社がある PC パーツ、周辺機器製造メーカー

CORSAIR

- コルセア -

CORSAIR 社とは
アメリカ合衆国に本社を置く PC パーツ、周辺機器製造メーカー。
高品質な PC ケース、電源やメモリといったさまざまなパーツを製造してい
るメーカーとして自作派には知られています。
K65 RGB RAPIDFIRE Compact メカニカルキーボード
CHERRY MX メカニカルキースイッチの信頼性と精度を実現し、テンキー
が無く小型なのでどのようなデスクトップ構成にもフィットします。
DARK CORE RGB PRO ワイヤレスマウス
サブ 1ms SLIPSTREAM WIRELESS、ワイヤレスマウス用に最適化されたカ
スタム 18,000 DPI 光学センサー、最大 2,000 Hz のハイパーポーリングテ
クノロジーを特徴とし、有線接続を使わなくても勝利を後押しします。
MM350 ゲーミングマウスパッド
ほつれ防止加工布製ゲーミングマウスパッド 。
930mm x 400mm の広大なパッドで、快適で贅沢なゲーミング体験を長時
間お楽しみいただけます。
VIRTUOSO RGB ワイヤレス SE ゲーミングヘッドセット
ハイファイ オーディオ体験とプレミアム形状記憶フォームイヤーパッドの
一日中続く快適さ、SLIPSTREAM ワイヤレス テクノロジーによる超高速接
続性能を実現します。
CORSAIR- コルセア -（https://www.corsair.com/ja/ja/）

至高を目指すメタルマウスパッド
NINJA RATMAT

T3mm×300mm×400mm

臨 -RIN-

FPS/TPS/MOBA などの e-Sports 向けの金属製マウスパッド
日本の技術を駆使して、JIS B 0621:1984 に準拠した超高精度・高精密な
平面度と平行度の圧倒的に平滑なメタルマウスパッド。
「材料」「技術」「製品」全てにおいて日本製、表面テクスチャーは、金属表
面加工技術などを駆使し、マウスセンサーの認識数値を高め、更に摩擦係
数を低くしております。長期間にわたって滑り性が変わらない圧倒的な機
能性と存在感のある全く新しいゲーミングマウスパッド。
リンギング ( くっつき ) 防止のため、日本伝統技術のキサゲ加工を意識し、
ランダムな細かい縦横の 0.5μm(0.0005mm) 以下の特殊表面加工を施して
います。

NINJA RATMAT

㈱竹内型材研究所 -（https://ninja-ratmat.jp/）

[Special Thanks]
CYCLOPS athlete gaming / FAV gaming / Fukuoka Softbank HAWKS gaming / 花天月地 / Sengoku Gaming / Team YAMASA
CORSAIR / I-O DATA DEVICE, INC. / MSY Inc. / NINJA RATMAT / ZOTAC JAPAN【アルファベット順】
レインボーシックス Japan Championship 2020【ユービーアイソフト株式会社 / NTT docomo】
DTP2021V1

