
dxracer.jp



DXRacerは、日本国内・海外においても、
トッププロゲーミングチームのスポンサードを通じて

選手の活動をサポートしております。

SUPPORT  TEAM

Ja pa n  S u p p o r t  Te a m

G ro ba l  S u p p o r t  Te a m

DXRacerは、レーシングシートの製造より培われた人体工学(エルゴノミクス)に基づ
いた設計・デザインで、長時間のゲーミング・デスクワークによる体の負担を軽減し、快
適な座り心地を追求したチェアです。アメリカを中心に世界展開する「ゲーミングチェ
ア」という新たなジャンルを切り開いたグローバルe-Sportsチェアブランドです。
日本に上陸して今年で8年目を迎え、国内においても主要なe-Sports大会で使用さ
れており、世界中で活躍するトッププレイヤーにも愛用されております。

DXRacerは、アメリカを中心に世界展開する
グローバルe-Sportsチェアブランドです。

FUNCTION
※DXJのみヘッドレスト・ランバーサポートが付属しておりません。

モデルにより4種類の機能別アームレストを用意。
1D／上下昇降
1Dワイド／上下昇降
3D／上下昇降・左右首振り・前後スライド
4D／上下昇降・左右首振り・前後スライド・左右スライド

アームレスト（1D/1Dワイド/3D/4D）

安全性を考慮した背もたれリクライニング機能135°+
座面ロッキング＆リクライニング機能を合わせて
最大150°の傾斜角を実現

安全性と快適性を両立した
リクライニング機能

座面ロッキング機能（ゆりかご機能）

滑らかな動きと静音性に優れる
ウレタン樹脂製ツインホイールキャスターを採用

高い安全性が求められるフットベースはDXRACER
オリジナル強化樹脂製・アルミ合金製フラットベース

により高い安全性と強度を実現

キャスター

座面が背もたれと連動して最大15度まで動くゆりかごモードの
切り替えを、座面ロッキングレバーでON/OFFできます。

座面高さ調節機能

選べる素材

スタンダードメッシュと比べ
より耐久性のあるファブリックを使用

ハイグレードメッシュ

スタンダードメッシュ

上質で滑らかなPUソフトレザー 

PUソフトレザー（合成皮革）

カーボン調の高級感と耐久性を兼ね備えた素材 
   

PVCハードレザー（合成皮革）

頭部を支える「ヘッドレスト」と腰を支える「ランバーサポート」が標準装備
です。いずれも着脱可能です。
デザイン・素材はシリーズにより異なります。

ヘッドレスト・ランバーサポート

全モデル

全モデル

KING・CLASSIC・RACING（RV131）

座面ロッキング（ゆりかご機能）硬さ調節
座面下のノブを左右に回すことで座面ロッキング（ゆりかご機能）
の強弱を簡単に調整することができます。

座面リクライニング＆固定機能（チルト機能）
座面ロッキング機能に加え、座面角度を４段階好きな位置で固
定できます。背もたれリクライニング機能と合わせて安全性を保
ちつつ、高い傾斜感を実現します。

DXRacerは、6つのシリーズでユーザーの好み
の座り心地やホールド感を実現し、機能性の高
いさまざまな機能で、長時間のゲーミング、デス
クワークをより快適にサポートします。

柔らかく、肌触りの良いポリエステル座面生地を使用

座面の高さを簡単に調節できます（全シリーズ対応）

フットベース



DXR-BKN DXR-RDN

DX-11LB DX-11OR DX-11GR

DX-11WH DX-11RD DX-11BK DX-11PK DX-11BL

DXZ-RDN DXZ-ORN DXZ-BLN

DXZ-GR DXZ-WH DX-57SV

DXZ-LB DXZ-YE

DXZ-PK

背　面

フットベース

座　面

キャスター

素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅73cm x 奥行73cm x 高さ120-129cm　座面高 42-52cm 　〔 参考価格 〕 ￥39,800（税込） 

PUソフトレザー（DXZ)
PVCハードレザー（DX-57）

１Dアーム（上下昇降）

135°リクライニング

強化ナイロン樹脂製

15°ロッキング
(ゆりかご）機能

5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

PUソフトレザー（DXZ）、カーボン調PVCハードレザー（DX-57）を使った
高級感溢れるスタンダードモデル

Soft and Hard Leather Model

DXZ/DX-57

背　面

フットベース

座　面

キャスター

素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅73cm x 奥行73cm x 高さ120-129cm　座面高 42-52cm 　〔 参考価格 〕 ￥29,800（税込） 

スタンダードファブリック

１Dアーム（上下昇降）

135°リクライニング

強化ナイロン樹脂製

15°ロッキング
(ゆりかご）機能

5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

ファブリック素材を使ったスタンダードモデルの決定版。
数々のe-Sports大会の公式ゲーミングチェアとして活躍

Standard Fablic Model

DXR

背　面

フットベース

座　面

キャスター

素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅73cm x 奥行73cm x 高さ120-129cm　座面高 42-52cm 　〔 参考価格 〕 ￥39,800（税込） 

ハイグレ―ドファブリック＆
PUソフトレザー

３Dアーム（上下昇降・
左右首振り・前後スライド）

135°リクライニング

インラインカラー
アルミベース

15°ロッキング
(ゆりかご）機能

5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

より高い通気性と耐久性を兼ね備えたハイグレードファブリックと
高級感のあるPUソフトレザーの2つの素材を組み合わせたモデル

High Grade Fablic & Soft Leather Model

DX-11

6つのシリーズ中でスタンダードのサイズ・形状となります。
国内外の代表的なe-Sports大会で採用されており、DXRACERの中で最も人気のあるシリーズです。
細身の体型の方から普通の体型の方向けのスタンダードタイプで、
素材・機能の特徴から3つのモデルとさらにカラーバリエーションも豊富なシリーズです。

おすすめ身長　155ｃｍ～175cm 



NEW！
2018年11月
発売予定

DX-03RD DX-03BK DH-73RD DH-73WH DH-73GY
DH-73BR

DX-61RD DX-61LB DX-61OR RW-106RDRW-106GR RW-106BK RW-106WH

RW0-RD RW0-WH

背もたれの高さがスタンダードモデルよりも高く、
比較的背の高い方にフィットしたモデルがレーシングシリーズです。
座面部は左右両端がフラットな形状により、緩やかなホールド感の座り心地が特徴です。

RV-131RD RV-131OR RV-131LB RV-131VL

おすすめ身長　170ｃｍ～185cm 

背もたれの高さがスタンダードモデルよりも低く、
座面幅が広く奥行きのあるワイドモデルがドリフティングシリーズです。
ホールド感が他シリーズに比べて少なく、ゆったりとした座り心地が特徴です。
より快適に、長時間のデスクワークからの体の負担を軽減をサポートする
オフィスチェアとしてもおすすめなシリーズです。

おすすめ身長　155ｃｍ～175cm 

Soft Leather Model

RACING PRO

背　面素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅75cm x 奥行75cm x 高さ132-139cm　座面高 49-56cm 
〔 参考価格 〕 ￥49,800（税込） 

PUソフトレザー

4Dアーム（上下昇降・左右首振り・
前後スライド・左右スライド）

キャスター

座　面　　 15°リクライニング＆
固定機能

フットベース インラインカラー
アルミベース

135°リクライニング

7.5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

ハイエンドな4Dアーム、座面リクライニング機能を採用したモデル。
立体感のある縫製によるデザインが特徴です。

Soft Leather Model

RV-131

背　面素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅73cm x 奥行73cm x 高さ126-135cm　座面高 44-54cm
〔 参考価格 〕 ￥45,800（税込） 

PUソフトレザー

3Dアーム（上下昇降・左右首振り・
前後スライド）

キャスター

座　面　　 15°リクライニング＆

フットベース 強化ナイロン樹脂製

135°リクライニング

5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

PUレザー仕様のレーシングシリーズ定番モデル
シンプルなデザインはオフィスチェアとしても最適おすすめ

Soft Leather ModelRW0

背　面素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅73cm x 奥行73cm x 高さ118-127cm　座面高 42-52cm 
〔 参考価格 〕 ￥49,800（税込） 

PUソフトレザー

１Dアーム
（ワイドタイプ）（上下昇降）

キャスター

座　面　　 15°ロッキング
(ゆりかご）機能

フットベース アルミ製

135°リクライニング

5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

オフィス＆SOHO用チェアとして開発されたワーキングチェアです。
シンプルで飽きのこないデザインはあらゆるオフィスシーンにマッチします。

Soft Leather Model

DX-03

背　面

フットベース

座　面

キャスター

素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅73cm x 奥行73cm x 高さ125-135cm　座面高 43-53cm 　〔 参考価格 〕 ￥39,800（税込） 

スタンダードファブリック
PUソフト + PVCハードレザー

3Dアーム（上下昇降・
左右首振り・前後スライド）

135°リクライニング

強化ナイロン樹脂製

15°ロッキング
(ゆりかご）機能

5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

通気性の良いファブリック生地を前面に、PUソフトレザーと
カーボン調PVCハードレザーを組み合わせたモデルです。

Fablic + Soft and Hard Leather ModelRW-106

背　面

フットベース

座　面

キャスター

素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅73cm x 奥行73cm x 高さ118-127cm　座面高 42-52cm 　〔 参考価格 〕 ￥45,800（税込）

PUソフトレザー

１Dアーム
（ワイドタイプ）（上下昇降）

135°リクライニング

強化ナイロン樹脂製

135°リクライニング

5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

ワーキングチェアとしての機能はそのままに、
鮮やかなカラーリングとデザインが際立つモデルです。

DX-61

背　面素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅72cm x 奥行72cm x 高さ120-129cm　座面高 44-53cm
〔 参考価格 〕 ￥47,800（税込） 

PUソフトレザー

１Dアーム
（ワイドタイプ）（上下昇降）

キャスター

座　面　　 15°リクライニング＆

フットベース インラインカラー
アルミベース

135°リクライニング

5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

凹凸のついた格子加工の質感が
高級感と落ち着きのあるデザインに仕上がり
全体的に硬めの質感から生まれるホールド感が特徴です。

Soft Leather ModelDH-73

レーシングシリーズ（ハイバックタイプ）



DXK-06BKN DXK-06RDN DXK-06GRN DXK-06WHN DXK-06BLN
DXJ-RDN DXJ-BKN

ゲーミングや長時間PC作業をする方に向けて、
人間工学に基づき設計されたデザインに
より機能性と快適性を追求した
DXRacerオリジナルゲーミングデスクです。

DXRacerの中で唯一フットレストのついたビッグモデル
長時間のデスクワーカーやクリエイターに向けて設計されたモデルで
快適性とリラックス性を重視したモデルです。

GD-1000RD

GD-1000WH GD-1000GR

GD-1000BK

ゲーミングチェアの中で、背もたれ・座面が一番大きく
ハイエンドの機能を採用したビックモデルです。
強度の高いパーツを使用しているため、体型の大きな方にも安
心の設計になっています。

おすすめ身長　175ｃｍ～190cm 

おすすめ身長　170ｃｍ～185cm 

DXRacerシリーズの中で一番小さなモデルです。
小柄な体型の方や女性の方でも、ぴったりフィットするコンパクトサイズです。
省スペース型オフィスチェアとしてもおすすめです。

おすすめ身長　150ｃｍ～165cm

クラシックシリーズ（フットレスト付きビッグモデル）

※DXJのモデルはアームレスト・ヘッドレスト・ランバーサポートは付属しておりません。

背　面

フットベース

座　面

キャスター

素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅75cm x 奥行75cm x 高さ132-139cm　座面高 49-56cm 　〔 参考価格 〕 ￥59,800（税込） 

PU + PVCハードレザー

4Dアーム（上下昇降・左右首振り・
前後スライド・左右スライド）

135°リクライニング

大型アルミベース

15°リクライニング＆
固定機能

7.5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

Soft and Hard Leather ModelDXK-06
背　面

フットベース

座　面

キャスター

素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅72cm x 奥行72cm x 高さ112-120cm　座面高 42-52cm　〔 参考価格 〕 ￥24,800（税込） 

スタンダードファブリック 135°リクライニング

強化ナイロン樹脂製

15°リクライニング

5cmPU樹脂製
ホイールキャスター

Standard Fablic ModelDXJ

素　材　　

〔 サイズ 〕 幅127cm x 奥行79cm x 高さ82cm　天板高75cm
〔 参考価格 〕 ￥49,800（税込） 

天然木突板・パーティクルボード・スチール・ABS樹脂

GD-1000

背　面

フットベース

座　面

キャスター

素　材　　

アームレスト　　

〔 サイズ 〕 約幅75cm x 奥行75cm x 高さ125-133cm　座面高 47-55cm 　〔 参考価格 〕 ￥69,800（税込） 

PVCハードレザー

4Dアーム（上下昇降・左右首振り・
前後スライド・左右スライド）

135°リクライニング

大型アルミベース

15°リクライニング＆
固定機能

7.5cmPU樹脂製
ツインホイールキャスター

Hard Leather ModelCA-120FT

CA-120FT RD CA-120FT BK CA-120FT BR



参考価格：￥45,800DX-08SZ
SCARZ モデル

参考価格：￥49,800  RZ-52 COD WW II 
CALL OF DUTY モデル

DXK-186 USA LIMITED [KING]
USAスペシャルエディションモデル

DX-08DNG
DetonatioN Gaming モデル

DXRacerと国内外の
人気プロゲーミングチーム、ゲーミングタイトルとの

コラボレーションモデルです。

参考価格：￥45,800  

参考価格：￥62,800 

3つの基本構造と主な特徴

人間工学に基づいた設計・デザインで、
長時間のデスクワークによる体の負担を軽減し、
快適な座り心地を追求したDXRacerチェア

アメリカ、ヨーロッパ、アジア、南米、オーストラリア、そして日本
これからもますます世界に広がるe-SportsチェアグローバルブランドDXRacer

海外・国内の主要なe-Sports大会で使用される
グローバルe-Sportsチェアブランドです。 

独自の人間工学に基づく
『三次元立体成型』のスチールフレーム

人間工学（快適で使いやすい道具
にするための設計・デザイン）に基づ
いた「三次元立体成型フレーム」が、
体幹を支える重要な「頭部」「肩部」
「腰部」「膝部」をしっかりホールド。
長時間のゲーミングやデスクワーク
を快適にサポートします。

スペシャルエディション

参考価格：￥49,800  RZ-208SKT
SKtelecom T1 モデル 

高い品質と耐久性を兼ね備えたDXRacerは、ゲーミングチェア
の草分け的パイオニアブランドとして、世界の主要なe-Sports
大会の公式ゲーミングチェアサプライヤーとして選ばれてまい
りました。国内においても主要なe-Sports大会で使用され、ネッ
ト配信やテレビなどのメディアにおいても数多く使用されており
ます。e-スポーツを支えるプロフェッショナルゲーミングチェアと
して、プレーヤーと共に成長してきたマルチナショナルゲーミン
グブランドです。 

レーシングシートから受け継がれたDNAをゲーミング用チェアに
フィードバックし生まれたDXRacerチェア

DXRacer創業者TIM WU氏により、レーシングシートよりゲーミングチェア市場へ参
入したのが現在のDXRacerが先駆けです。自動車競技用のシートを製造している
DXRacer社が、レーシングシートから受け継がれたDNAをゲーミング用チェアにフィ
ードバックし、改良を重ねて参りました。
背もたれは人間工学に基づく『三次元立体成型』のスチールフレームで、包み込ま
れるようなホールド感、座面はソファで使用される『ウェービングベルト+高反発ウレタ
ンフォーム』から生み出される一般のチェアでは味わうことの出来ない弾力を持った
座り心地により、長時間パソコンを使っても快適に過ごせるチェアが完成しました。

DX-08AVA
AVA モデル

参考価格：￥42,800 

参考価格：￥49,800  RZ-58Fnatic
Fnatic モデル 

参考価格：￥49,800  RZ-126NIP
NIP モデル 

[ シート部 ]
前後スライドが可能

[ 背もたれ ]
角度調節可能

[ ハンドルスタンド ]
高さ・角度の調整が可能

DESIGN
高密度・高反発のウレタンフォームで
体の負担を軽減

チェアの内部は高密度高反発ウレ
タンフォームを使用。座面部は約
10cm厚のウレタンフォームを使うこ
とで身体全体の加重を包み込むよ
うにホールド致します。(モデルにより
形状が異なります）

ウェービングベルトで支える座面が
快適な座り心地をサポート

強化ゴム製ウェービングベルトで座
面を支える構造により、ソファやベッ
ドと同じような弾力性のある快適な
座り心地を生み出します。長時間の
ゲームやPC作業でも疲れにくい
DXRacerの特徴の一つです。

DXRacerがレーシングゲーム用にリアリティを追求したCOMBO300
ハンドルスタンド、シート部が調節可能であなたのベストポジションで使用できます。

参考価格：￥49,800  RZ-124DTN
DeToNator モデル

COMBO300
ドライビングシート＋ハンドル台座

〔 サイズ 〕 幅68cm x 奥行137cm x 高さ110cm
〔 参考価格 〕 ￥39,800（税込） 

FORMULA

タイプ 用　途 おすすめ身長 背もたれサイズ 座面サイズ 座面ホールド感 アームレスト座面機能 フットベース特徴

DRIFTING

RACING

KING

CLASSIC

QUEEN

スタンダード

ワイド

ロング

ビッグ

ビッグ

コンパクト

ゲーミング

ゲーミング
オフィス＆SOHO

ゲーミング

ゲーミング

オフィス＆SOHO

ゲーミング
オフィス＆SOHO

一番人気のスタンダードモデル

肩幅の広いがっちり体型におすすめ

細身で背の高い方におすすめ

がっちり大柄な方におすすめ

女性や小柄な方おすすめ！

身長155～175cm推奨

身長155～175cm推奨

身長170～185cm推奨

身長175～190cm推奨

身長170～185cm推奨

身長150～165cm推奨

スタンダード

横幅：広い／背：低い

横幅：普通／背：高い

横幅：広い／背：高い

横幅：広い／背：高い 横幅：広い／奥行：深い

横幅：狭い／背：低い

スタンダード

横幅：広い／奥行：深い

横幅：普通／奥行：普通

横幅：広い／奥行：深い

横幅：狭い／奥行：浅い

強

弱

中

中

弱

強

選べる6つの座り心地＆豊富なカラーバリエーション

がっちり大柄な方におすすめ
クリエイターやライターにおすすめ

アルミ合金製

大型アルミ合金製

大型アルミ合金製

ナイロン樹脂製

ロッキング（ゆりかご）

ロッキング（ゆりかご）

ロッキング（ゆりかご）

ロッキング（ゆりかご）

ロッキング（ゆりかご）
+ 座面角度固定機能）

ロッキング（ゆりかご）
+ 座面角度固定機能）

DXR·DXZ

DX11

DXR·DXZ

DX11

ナイロン樹脂製

1Dワイド

4D

4D

なし

1D
3D

RW106·RW0

RW131

3D

4D

RW106·RW0

RW131

ナイロン樹脂製

アルミ合金製

DX-61

DX-03·DH73

ナイロン樹脂製

アルミ合金製

（RW-131のみ）
  + 座面角度固定機能

年内
発売予定
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