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お客様へ,

Sharkoon 製品をご購入いただきありがとうございます。製品を長くご愛用いただくために、そして製品の
機能を最大限ご活用いただくために、このマニュアルをよくお読みいただくことをおすすめします。

SHARKOON Technologies
www.sharkoon.com

1. プロパティ
•  LED イルミネーション搭載のメカニカルゲーミングキーボード
•  強化アルミニウム合金のトップカバー
•  6 つのデフォルトバックライト設定
•  5 つの個別にプログラム可能な調光プロファイル 
•  輝度 6 段階調整可能
•  プロフェッショナル Kailh 社スイッチ搭載
•  N キーロールオーバー 
•  アンチゴーストキー
•  Windows キーを無効化するゲーミング モード
•  方向キーは WASD キーと交換可能 
•  マルチメディア動作がプリセットされたファンクションキー 
•  固定式パームレスト 
•  金メッキの USB プラグ

2. 仕様
2.1 全般

タイプ ゲーミングキーボード

スイッチ技術 メカニカル (Kailh 社製)

イルミネーション ホワイト LED

調整可能なイルミネーション 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %, オフ

ライト効果 6

調光プロファイル 5

最大ポーリングレート 1,000 Hz

ゲーミングモード

ブロック 3 ブロックレイアウト 

パームレスト 固定式

ケーブルを含む重量 1.32 kg

寸法 (L x W x H) 458 x 220 x 44 mm

対応 OS Windows 7/8/10
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2.2 主要プロパティ

マルチメディア動作がプリセットされた

ファンクションキー 

アンチゴーストキー

N キーロールオーバー対応

      赤軸       茶軸       青軸

作動力 50 g 45 g 50 g

スイッチ     リニア タクティクル タクティクル

リセットポイント 検出不能 検出可能 検出可能

クリックプレッシャーポイント 検出不能 検出不能
正確に

検出可能

作動接点までの距離 2 mm 2 mm 1.9 mm

キーの動作寿命 最低 5 千万回のキーストローク

2.3 ケーブルとコネクタ

コネクタ USB

繊維編組ケーブル

ケーブル長 180 cm

金メッキの USB プラグ 

3. パッケージ内容
• SKILLER MECH SGK1
• マニュアル

注:
上記のアイテムのうちいずれかが欠けている場合は、当社のカスタマーサービスにただちにご連絡ください。 
support@sharkoon.com (ドイツ、ヨーロッパ)
support@sharkoon.com.tw (海外)



調光プロファイルとバックライト効果

調光プロファイル

波 / 渦巻き

流れ / 流れる光

爆発

スパイラル / グリッド

トリガー

脈動 / 点灯

調光プロファイルの設定

輝度 +

輝度 -

頻度 +

頻度 -

マルチメディア動作が
プリセットされたファンクションキー

再生 / 一時停止

停止

前のトラック

次のトラック

メディア
プレーヤー

ミュート

ボリュームダウン

ボリュームアップ

キーロック機能

ロックされている
Windows キー

方向キーは WASD キーと交換可能

WASD セクションと
方向キーを入れ替える
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4. SKILLER MECH SGK1 の概要

4.1 SKILLER ファンクションキー
SKILLER MECH SGK1 キーボードのキーには、特定のコマンドが割り当てられているものがあります。
これらのコマンドを実行するには 、SKILLER ファンクションキーを押してください。 

4.2 輝度の設定
SKILLER ファンクションキーと       を押すと、イルミネーションの明るさが暗くなります。
SKILLER ファンクションキーと       を押すと、明るさが増します。 
これは、すべての効果にも適用されます。20 %、40 %、60 %、80 %、100 % の明るさレベルと、
明るさをオフにするオプションから選択できます。  

明るさが最低レベルに達すると、スクロールロック LED が点滅し、これ以下のレベルは設定できない
ことを示します。 明るさが最高レベルに達した場合も、同じ動作となります。 

注:
イルミネーションを完全にオフにするには、消灯するまで  SKILLER ファンクションキーと        を
繰り返し押してください。
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4.3 ライト効果の選択
SKILLER ファンクションキーと F6~F11 のキーを押して、6 つのデフォルトバックライトを切り替えます。 
F6、F7 、F9 のキーには、2 つのイルミネーションオプションが備わっています。これらのキーを組み合わせて
2 回押すと、オプションが順番に切り替わります。

例 : 「波」効果を開始するには、SKILLER ファンクションキーと F6 キーを 1 回押します。

       「渦巻き」を開始するには、SKILLER ファンクションキーと F6 キーを 2 回押します。

FN + F6:     波 – キーが左から右へ、または右から左へ、波のように光ります。
        SKILLER ファンクションキーと左右方向キーを使用すると、波の方向が切り替わります。 

FN + F6 (2 回):  渦巻き – キーボードの中心を光が旋回します。
        SKILLER ファンクションキーと左右 方向キーを使用すると、旋風の方向が切り替わります。 

FN + F7:     流れ – キーボードの上を光の波がさざめきます。  

FN + F7 (2 回):  流れる光 –「流れ」と同じ効果がありますが、バックライトが点灯します。

FN + F8:     爆発 – 押したキーを起点に、光が円を描きながらキーボード全体に広がります。

FN + F9:     スパイラル – 右上を起点にキーが光り、外側から内側へ向かって時計回りに
        キーが次々に 光ります。

FN + F9 (2 回):  グリッド – 右上を起点にキーが光り、右から左へ、二列目は左から右へ、
        三列目は右から左へと、列ごとに左右交互にキーが次々に光ります。 

FN + F10:     トリガー – 押したキーがすべて光り、ゆっくりと消灯します。 

FN + F11:     脈動 – すべてのキーがゆっくりと点灯と消灯を繰り返します。 

FN + F11 (2 回):  点灯 – すべてのキーが継続的に光ります。

4.4 頻度の選択
すべてのライト効果の速度を速めたり遅くしたりできます。 SKILLER ファンクションキーと Page Up キーを
押すと、効果の速度が速くなります。SKILLER ファンクションキーと Page Down キーを押すと、効果の速度が
遅くなります。 

注:
明るさが最低レベルに達すると、スクロールロック LED が点滅し、これ以下のレベルは設定できないことを示
します。明るさが最高レベルに達した場合も、同じ動作となります。

4.5 調光プロファイル
SKILLER MECH SGK1 は、5 つの個別にプログラム可能な調光プロファイルを備えています。
これらのプロファイルは個別にカスタマイズできます。プロファイルごとに、SKILLER ファンクションキー
以外のすべてのキーが光ります。以下に従ってプロファイルをカスタマイズします。  

• SKILLER ファンクションキーと F12 キーを押します。プロファイルのキーが点滅を始めます。 
• 目的のプロファイルのキー (F1 - F5) を選択します。光が消えます。  
• このプロファイルを選択中に光らせたいキーをすべて押します。選択されたキーが光り続けます。
• プロファイルを保存するには、SKILLER ファンクションキーと F12 キーを再び押します。 

選択した SKILLER ファンクションキーにプロファイルが保存されます。プロファイルを起動するには、
SKILLER ファンクションキーとプロファイルが定義されたキー (F1 – F5) を押します。
プロファイルを停止するには、別のプロファイルのキーまたはライト効果を選択します。
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4.6 ゲーミングモード
Windows キーをロックするには、SKILLER ファンクションキーと Windows キーを押します。 
Windows キーのロックを解除するには、SKILLER ファンクションキーと Windows キーを再び押します。

4.7 方向キーの機能は、WASD セクションと入れ替え可能
方向キーと WASD キーの機能を入れ替えるには、SKILLER ファンクションキーとWキーを押します。
機能の入れ替えを元に戻すには、SKILLER ファンクションキーとWキーを再び押します。  

4.8 マルチメディア動作がプリセットされたファンクションキー
1 ~ 8 のキーにはマルチメディアアクションが事前に設定されています。
メディアプレーヤーに素早くアクセスできます。

キー ファンクション キー ファンクション

       + 1 再生 / 一時停止        + 5 メディアプレーヤー

       + 2 停止        + 6 ミュート

       + 3 前のトラック        + 7 ボリュームダウン

       + 4 次のトラック        + 8 ボリュームアップ

4.9 リセット
キーボードをリセットするには、SKILLER ファンクションキーと Pause キーを 3 秒間長押しします。
キーボードの照明が 100% の明るさに設定され、波モードが有効になります。
調光プロファイルも工場出荷時設定にリセットされます。  

5. PC への接続
SKILLER MECH SGK1 の USB プラグを、コンピューターの利用可能な USB ポートに接続します。
オペレーティングシステムが SKILLER MECH SGK1 を自動認識します。

注:
SKILLER MECH SGK1 が認識されない場合は、接続を外して、コンピューターの別の USB ポートに
接続し直します。

 



SKILLER MECH SGK18

法的免責事項:
データ紛失の可能性に関して、特に不適切な取り扱いによる場合、SHARKOON は一切の責任を負いません。
名前がついた製品と説明はすべて、それぞれのメーカーの商標および登録商標であり、保護対象として認めら
れています。
製品の継続的改善に関する SHARKOON のポリシーに従い、デザイン、仕様は予告なしに変更する場合があり
ます。国内向け製品の仕様は異なる場合があります。同梱のソフトウェアの法的権利はそれぞれの所有者に帰
属します。ソフトウェアを使用する前に、メーカーのライセンス条項をお読みください。
コピーまたはその他の技術手段による翻訳の無断転載、再印刷、複製（抜粋を含む）を特に禁じます。侵害行
為は賠償金の対象となります。特に、特許権または実用特許権を譲渡する場合、すべての権利は著作権者に帰
属します。特許権の譲渡および技術変更の権利は、当社が留保しています。

古い製品の処分:
製品は、リサイクルや再利用できる高品質の材料と部品により設計および製造されています。
   このクロスドアウトダストビンマークが製品に貼られている場合、製品は欧州指令 2002/96/EC の対象 
   であることを意味します。電気製品および電子製品の回収につきましては、現地におけるそれぞれの回 
   収システムをご確認ください。また、現地の法令に従い手続きを行ってください。通常の家庭ごみとして
古い製品を処分しないでください。古い製品を適切な方法で処分することで、環境や人の健康に悪影響を与え
る可能性を防ぐことができます。

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden 
Germany

© SHARKOON Technologies 2016
info@sharkoon.com
www.sharkoon.com


