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Imba をゲットできます。 
 
Razer Naga は、究極の多人数参加型オンラインゲーミングマウスです。このマウスは前例のないほど多

数のゲーム内で使用できるコマンドを一箇所に配置することによって、キーボードとマウス間のバランス

を切り替えます。マルチボタンのサムグリッドと Razer の MMO ゲームインターフェースのアドオンが結

合して、手のひら内に必要なすべてのコマンドが収まります。使いやすさを最大限にするように形成され

た、人間工学に基づいたフォームによって、何時間も連続して快適にプレイができます。Razer Naga を

使うと、Imba をゲットできます。 
 
 
1. システム要件 

� USB ポート付きの PC / Mac 
� Windows XP/x64/Vista/Vista64 または Mac OS X (v10.4 以降) 
� インターネット接続（ドライバインストール用） 
� 35MB のハードディスク空き容量 
 

2. パッケージ内容 
� Razer Naga ゲーミングマウス 
� 実物証明書 
� クイックスタートガイド 
� マスターガイド 



3. インストール / 登録 / 技術サポート 
 
Windows®  XP / x64 / Vista / Vista64 へのインストール方法 

 
 

 
 

1.  Razer Naga をお使いのコンピュータの USB ポートに差し込みます。  

 

2. ドライバインストーラを http://www.razersupport.com からダウンロードします。 

 

3. インストーラプログラムを実行します。 

 

4. セットアップに使用する言語を選択します。[OK] をクリックして進みます。 

 

5. Razer Naga のセットアップ画面が表示されます。[次へ] をクリックして進みます。 

 

6. ライセンス契約を読みます。すべての条項に同意したら、[ライセンス契約の条項に同意します] を選

 びます。[次へ] をクリックして進みます。 

 

7. ユーザー名と会社名を入力します。[次へ] をクリックして進みます。 

 

8. インストール設定を選択します。[次へ] をクリックして進みます。 

 

9. すべての情報が正しいことを確認したら、INSTALL をクリックして、インストールを開始します。 

 

10. インストール終了時には、FINISH をクリックしてインストールを完了します。 

 

11. 画面上の指示に従い、コンピュータを再起動します。[はい] をクリックします。 

 
 

 

 

 
 



Mac OS X (v10.4 以降) へのインストール方法 

 

 
1 Razer Naga をお使いの Mac の USB ポートに差し込みます。  

 

2 ドライバインストーラを http://www.razersupport.com からダウンロードします。 

 

3 インストーラプログラムを実行します。 

 

4 Razer Naga のようこそ画面が表示されます。CONTINUE をクリックします。 

 

5 ソフトウェアライセンス契約を読んだら CONTINUE をクリックします。  

 

6 確認ポップアップ画面が表示されます。契約のすべての条項に同意する場合は、AGREE をクリックし

 ます。 

 

7 ドライバソフトウェアを保存しておくフォルダを選択するには、CHANGE INSTALL LOCATION をクリ

 ックします。そのままでよければ、INSTALL をクリックして、インストールを開始します。 

 

 8 閉じる をクリックします。 

 

 

Razer Naga の登録 

www.razerzone.com/registration/ からオンライン製品を行ってください。 

 

登録による特典： 

• 2  年間の製造元限定保証 

•  www.razersupport.comでの無料オンラインサポート。 

 

Razer Naga™ の接続 

1.  マウスをお使いのコンピュータの USB ポートに差し込みます。 

2. ドライバインストーラを www.razersupport.com からダウンロードします。 

3. インストーラプログラムを実行します。 

4. 画面に表示される指示に従います。 

 
 



4. RAZER NAGA を使う 
 
Razer Naga は、12 ボタン [1-12] キーパッドを、2 種類の構成で提供しています。それは、基本と 

高度です。。 
 
基本と高度な構成の切り替えは、Razer Naga の底面にあるスイッチで簡単に行うことができます。 
 
 
基本 [123]  

 
 

基本構成では、12 個のボタン [1-12] がキーボードの 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,= にそれぞれ割り当てられま

す。これによって、ほとんどの MMO ゲームのデフォルトのアクションバーをキーパッドへ複製できます。

この機能を使うと、ゲーム内のキャラクターをより良くコントロールできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



高度 [num] 設定   

 
 

 高度モードでは、12 個のボタンは、キーボードの数字キーパッドの1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,+ にそれぞれ割り

当てられます。デフォルトのアクションバーに加えて、ゲーム機能をキーボードの数字キーパッドへ割り

当てることによって、より多くのゲーム機能へアクセスできるようになります。注記： Razer Naga を高

度な構成にしている場合は、キーボードの Num Lock を有効にすると、キーパッドの機能に影響します。 

 
 
 
5. 安全とメンテナンス 
 

安全ガイドライン 

マウスの使用時に、最大限の安全を保障するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。 

1. マウスのトラッキング光線を直接見たり、光線を他の人の目に向けたりしてはいけません。トラッキ

 ング光線は裸眼では見えませんが、常に放射されています。  

 

2. マウスの動作に問題があり、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をするか、www.razersupport.com でサポートを依頼してください。どの

 ような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。 

 

3. マウスを分解したり (保証の適用外になります)、自分で修理を試みたり、正常ではない電流負荷の下

 に操作したりしないでください。  

 

4. マウスを、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。マウスは、指定した温度範囲で

 ある、0˚C（32˚F）から 40˚C（104˚F）以内で操作してください。この範囲外の温度で操作した場合、 
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  

マウスを快適に使用するためのヒントです。研究によると、長時間の同じ動きの繰り返し、コンピュータ

周辺機器の不適切な位置、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは身体的な快適性を損ない、神経、腱や筋

肉の障害につながる可能性があります。以下のガイドラインにしたがって、マウスを快適に使用して、怪

我を防いでください。 

1. キーボードとモニタを正面に置き、マウスをその横に置きます。肘は体の横のあまり遠くない位置に

 なるようにし、簡単にマウスに届くようにします。 

 

2. 椅子とテーブルの高さを調節し、キーボードとマウス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。ジェルが充填された、Razer の eXactRest™ などの手

 首サポートで、ゲーム中の手首をサポートします。 

 

6. ゲーム中の繰り返しや、厄介な操作を最小限にするために、マウスのボタンをお好みのゲーミングス

 タイルにカスタマイズします。  

 

7. マウスが、快適に手に収まることを確認します。 

 

8. 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。  

 

9. マウスの使用中に手、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。 

 

メンテナンスと使用 

Razer Naga には、人間の裸眼では見えないトラッキングビームを感知するためのレーザーセンサーが装

備されています。簡単なメンテナンスを定期的に行うことで、Razer Naga を最適な状態に保つことがで

きます。月に一度、マウスを USB ポートから取り外して、Razer Naga の下面にあるレンズを柔らかい布

か綿棒などで清掃することを推奨します。少量の温水で使うことは安全ですが、石鹸や強い洗剤などは使

わないでください。 

最適な動きやコントロールを得るには、Razer の最高のマウスパッドの使用を推奨します。特定のパッド

は、底部に過剰な磨耗を生じさせることもあり、定期的な手入れや、最終的には交換が必要となってしま

います。 

Razer Naga のセンサーは、Razer のマウスパッドで最適に働くように調整されています。これは、広範

囲にわたってセンサーのテストが実施され、Razer Naga が Razer のマウスパッドで、読み込みとトラッ

キングを最適に行うことができることを確認したことを意味します。Everglide™ などのその他のメーカ

ーの高級マウスパッドなども、同様に快適に機能することがあります。 

 

クラス 1M レーザー製品 

国際規格および安全性。不可視のレーザー放射線:光学機器を使って直接見ないようにしてくださ

い。クラス 1m レーザー製品は、国際規格 IEC 60825-1 Ed 2 に準拠しています:2007、クラス 

1M 不可視レーザー製品であり、21 CFR 1040.10 および 1040.11 にも準拠しています。ただしデビエー

ションは Laser Notice No. 50 (2007年6月24日) に準拠しています。 
 
 



レーザー製品の安全性と取り扱いガイドライン 

レーザー光線を目の方に向けないでください。クラス 1M レーザー製品では、光学機器 (ルーペ、拡大鏡、

顕微鏡など) でレーザー出力を 100 mm 以内の距離で目視すると目の障害につながる可能性があります。 
 

 
 
  

 

6. 法律  
  
著作権および知的財産権情報  

©2009 Razer USA Ltd.  Patent Pending.All Rights Reserved. ここに記載される Razer™、Razer™ の三

頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴ、Naga™、およびその他の商標は、Razer USA Ltd および/ま

たは子会社または関連会社の所有物であり、米国および/またはその他の国で登録されています。Mac OS、

Mac、および Mac のロゴは、Apple, Inc.の商標または登録商標であり、米国およびその他の国で登録さ

れています。 World of Warcraft および Blizzard Entertainment は、米国および/またはその他の国におい

て、Blizzard Entertainment, Inc. の商標または登録商標です。Warhammer、Warhammer Online、

Age of Reckoning、および Warhammer world のすべての関連するマーク、名称、races、race 

insignia、文字、車輌、場所、単位、図およびイメージは、 ®, TM および/または © Games Workshop 

Ltd 2000-2008.  

 

その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。Razer USA Ltd (「Razer」) は、特許、特許申

請、商標、著作権、企業秘密またはその他の財産権 (登録、未登録に関わらず)、 知的財産に関連する権利

および、さもなければ本マニュアルおよびソフトウェアにおける製品、題材に関わる権利を有する場合が

あります。Razer™ により書面のライセンス契約で提供された場合を除き、本マニュアルの取得は、登録

されているかどうかにかかわらず、これらの特許、商標、版権またはその他の知的所有権に対するライセ

ンスを供与するものではありません。Razer Naga 製品 (「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、そのような違いに、または本ソフトウェア、マニュアルまたはヘル

プファイルの記載内容に誤りがあるとしても、責任は一切負わないものとします。ここに記載されている

情報は、予告なく変更する場合があります。  

 

ソフトウェアライセンス  

契約。Razer は、お客様が本契約に含まれている条項すべてに合意した場合にのみ、本ソフトウェアプロ

グラム (「ソフトウェア」) のライセンスを許諾します。これは、お客様 (個人のエンドユーザー、法人、

またはその他すべての団体) と Razer 間での法的な契約となります。ソフトウェアをいかなる方法でイン

ストール、アップロード、コピーまたは使用することで、お客様はこの契約の諸条項に拘束されることを

許諾したことになります。この契約の条項に同意しない場合は、ソフトウェアをインストールせずに、速



やかに ソフトウェアパッケージとこの製品に含まれるすべての品目をオリジナルのパッケージのまま、購

入時に発行された領収書と共に返品いただくと、全額を返金します。  

 

ライセンスの許諾 Razer は、ご購入いただいた製品に関し、1 台のコンピュータにソフトウェア 1 コピ

ーのみを使用するための、非排他的な、取り消し可能なライセンスをお客様へ付与します。それ以外の権

利は付与されません。ソフトウェアは、コンピュータにインストールされた時点 (コンピュータの恒久的

または一時的なメモリにロードすることも含むがこれに限定されない) で使用されているとみなします。

バックアップの目的でのみ、自身の使用のためにソフトウェアを 1 部コピーすることができます。バック

アップのコピーには、Razer™ が提供したソフトウェアに含まれるすべての著作権とその他の通知を含め

なければいけません。ソフトウェアの内部配布を唯一の目的としてネットワークサーバへインストールす

ることは、お客様が、ソフトウェアが配布されるネットワーク上の各コンピュータ用の適切なライセンス

を購入した場合にのみ許可されます。 

 

制限Razer は、ソフトウェアの完全な所有権を保持します。法律で許可されている場合を除き、ライセ

ンス供与されているソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、改造また

は派生著作物の作成の試みは、直接、間接を問わず行なわないものとします。ソフトウェアを、ネットワ

ーク上で送信 (Razer が明示的に許可している場合を除く) または電子的にどのような方法でも送信しては

いけません。すべてのソフトウェアアップデートを譲渡し、ソフトウェアのコピーを譲渡者が保持せずに、

被譲渡者が本ライセンスの条項と条件に拘束されることに合意の上での本製品の永久の譲渡を除き、本ソ

フトウェアを直接、間接を問わず譲渡してはいけません。本契約の規定に違反した場合、ソフトウェアの

使用権は自動的に終結し、ソフトウェアのすべてのコピーは Razer に返却されるか、破棄されるものとし

ます。Razer は、本ソフトウェアを無保証で提供し、本ソフトウェアの使用がいかなる知的財産権 (その他

のいかなるサードパーティの権利を含む) も侵害しないことは保証しません。Razer は、いかなる表明保証、

または本ソフトウェアまたはその有効性、品質、いかなる目的における適合性、満足できる品質に関わる

作業は行わず、また Razer は、いかなる欠陥またはエラーに責任を負いません。この目的の明示条件は、

すべての保証、条件、請負、および法律、慣習法、習慣、商習慣、取引の進行で暗示される義務に代わる

ものであり、またはさもなければ、これらのすべては本契約によって、法律の許す限りは除外されます。 

 

2 年間の限定製品保証 (「限定保証」 

限定保証 Razer は、本製品が、ここで推奨されているすべての安全と操作手順および指示に従い、本製

品が意図された適切な使用方法で、適当な保守を行って使用された場合は、(以下に説明する諸条件に従っ

て) 購入日から 2 年間、本製品が構成要素や作品における欠陥を持たないことを保証します。    

 

除外及び制限本保証は、保証に対する要求が、誤用、濫用、不注意、不可抗力、洪水、火災、地震また

はその他の外的要因、事故、未許可の商用、本書に記載のある推奨パラメータの範囲外の製品操作、製品

の改造、欠陥のあるサードパーティー製品との本製品の使用、製品の使用指示の不遵守または不適切な操

作、保管、保守またはインストールから発生した場合は、無効となります。いかなる修理または修理の試

みも、それが Razer 社、または同社認定のサービスマンによるものでない限り、本保証を無効にするもの

とします。また、シリアル番号または日付印が改ざんされたり、本製品から消去、除去された場合にも、

保証は無効となるものとします。本保証は、製品の機能に影響しないまたは製品使用を実際的に妨げない、

掻き傷やくぼみを含むがこれに限定されるものではない、表面上の傷は保証しません。Razer は、本製品

の動作が中断せず、エラーがないことは保証しません。適用法が許す限りは、Razer は製品を「無保証」

で、いかなる言明事項などなしに提供します。 

 

 

排他的な救済上記に拘わらず、欠陥が生じ、保証に対する要求が適切な保証期間内に Razer により受領

された場合、Razer は (その独自の裁量で)、(a) 製品そのものまたは欠陥部品を、新規または再生した交換

部品を使用して、無償で修理するか、(b) 製品を新品または新規あるいは使用可能な中古部品を用いて製

作された製品で、少なくとも機能的にはオリジナル製品と同等のものと交換するか、または (c) 製品の購

入価格分を払い戻します。上述の修理、交換、または払い戻しは、本製品に関する購入者の唯一の救済手



段です。請求書、インボイス、受領書、またはその他類似の書類の形態で購入を証明するものが、購入日

付の明白な証拠で、適切な保証期間を示すものとして必要とされる場合があり、またその役割を果たしま

す。製品または部品が、交換または取り替えられた場合、交換または取替えられた製品または部品は、お

客様の所有物となり、Razer 社に返却されたものは Razer 社の所有物となります。   

 

完全保証ここに規定する保証は、他のすべての保証に取って代わる、および/または優先し、保証不履

行に対するお客様の救済手段は、ここに規定のものに明示的に限定されます。Razer のサプライヤ、ディ

ーラー、エージェント、または従業員は、保証条項のいかなる変更、延長または改ざんを行ったり、製品

またはサービスを置き換えたり、または代表を行ったりする権限はありません。  

 

ヘルプリソース 保証に関する要求を申し立てる前に、www.razersupport.com にてオンラインヘル

プリソースを参照してください。これらのリソースを利用した後も、まだ本製品が適切に機能しない場合

は、www.razersupport.comから Razer へお問い合わせいただくか、または指定代理店やディーラーへご

連絡ください。その際、製品の不具合についての確認および問題の解明のために、診断プロセスに協力し

ていただく場合もあります。サービスオプション、パーツの可用性、および応答日数は、保証要求が提出

された国によって異なる場合があります。製品の発送が必要で、送料および手数料がかかる場合、その費

用と、また税関での通関費用や税なども負担していただく必要があることがあります。 

 

法的責任の制限 

 

Razer 社は、商品性に対する暗黙の保証、満足できる品質、特定目的に対する適合性、付属文書とハード

ウェアに関してサードパーティーの権利の不侵害、その他、法律により認められる最大範囲で、すべての

保証を明示的に否認します。いかなる場合も、Razer は、ここに説明される保証に従い、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、または必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。

Razer は、Razer がその可能性を通知されていたとしても、個人の怪我または死亡などに責任を負わない

ものとします。上に掲げた保証の限定または除外を許さない法域がある場合には、上述の限定または除外

は適用されないか、または許可される場合は、許可される限りにおいて適用されるものとします。上述の

限定または除外は、法の下に義務付けられたいかなる責任も、これを除外、限定、保留したり、あるいは

除外、限定、保留をしようとしたりするものではありません。また、上述の限定または除外は、人身傷害

や死亡に対する責任が適用法により課されている場合にあっては、適用されません。いかなる場合も、

Razer の負債額が製品の購入額を超えることはありません。   

 

全般 

 

本契約のいかなる条項が無効または法的強制力がないと見なされた場合でも、影響を受けた条項の残りの

部分、およびその他の条項は有効で法的強制力を持ち続けるものとします。 本契約は、製品が購入された

国の法律の下に管理、解釈されます。  

 

製品またはサービスの調達コスト  

 

誤解を避けるために、いかなる場合も、Razer は、損害の可能性を通知された場合を除き、調達コストに

対していかなる責任も負いません。また Razer は、論争中の保証を対象とする製品に実際に支払われた金

額を超える調達コストの負債には責任も負わないものとします。 

 

 

 

 

 

 



米国政府による制限付き権利  

 

本ソフトウェアは、米国政府に対して規制および制限された権利と共にのみ供給されます。米国政府によ

る使用、複製、または開示は、『商業コンピュータソフトウェア』および「商業コンピュータソフトウェ

アのドキュメント」で構成される、48 C.F.R. 2.101 (1995 年 10 月) に述べられた制限の対象となります。

これらの条項は、48C.F.R. 12.212 (1995 年 9 月)、および FAR セクション 52-227-14 および 52-227-19 r 

DFARS セクション 52-227-7013 ©(1) (ii)、またはそれらの改定において既定通りに使用されています。48 

C.F.R. 12.512 および 48 C.F.R. 227-7202-1 から 27-7204-4 (1995 年 6 月)、またはその改定規則に適応する

ため、本ソフトウェアは本契約の諸条件に従い。米国政府のユーザーに対して提供されます。 


