
 

 
東プレ、「REALFORCE R3S キーボード」 

USB モデル 12 製品を発売 
 

2022 年 6 ⽉ 17 ⽇ 
 

東プレ株式会社(代表取締役社⻑:内ヶ崎 真⼀郎 本社所在地:東京都中央区⽇本橋) は、
REALFORCE（リアルフォース）ブランドのマスターシリーズ 「R3S キーボード」の⽇本語配列モデル 12
製品を 2022 年 6 ⽉ 24 ⽇（⾦）に発売します。製品価格は、フルサイズの標準モデルが 21,340 円
（税込）、フルサイズの静⾳モデルが 23,540 円（税込）、テンキーレスの標準モデルが 20,900 円
（税込）テンキーレスの静⾳モデルが 23,100 円（税込）です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回発売の REALFORCE R3S キーボードは、2017 年に発表された REALFORCE R2 キーボード
のバージョンアップモデルです。 
REALFORCE R3S キーボードは、業務⽤端末に使⽤されるものと同じ構造の独⾃スイッチ（静電容
量無接点⽅式）を採⽤することで、⾼耐久と疲れにくいソフトな打鍵感を両⽴させた製品です。 
R2 のデザインを継承しつつ、R3 から採⽤された専⽤の REALFORCE CONNECT ソフトウェアにより、
全てのキーの割当変更(キーマップ⼊替機)や⼊⼒ポイント変更(APC 機能)を設定でき、設定した内容
はキーボード内部に保存される為、PC を変更してもそのまま使⽤することができます。 
 
■REALFORCE キーボード⽐較 
 R3S キーボード R2 キーボード 

キーマップ⼊替機能 ○(1 ⾯) CapsLock と Ctrl キーの 
⼊替のみ対応 

APC 機能 
(⼊⼒ポイント変更機能) 

4 段階 
(0.8､1.5､2.2､3.0mm) 

3 段階 
(1.5､2.2､3.0mm) 

本体⾊ ブラック 
スーパーホワイト 

ブラック 
アイボリー 

スペースキーサイズ 3.5u 4.25u 

 
 



 

 
R3S キーボードは、同社直販 Web サイトの  
REALFORCE Store（ https://store.realforce.co.jp ）、 
楽天市場（ https://www.rakuten.co.jp/realforce/ ）、 
Amazon（ https://www.amazon.co.jp/stores/page/A7B5C4D0-6987-4589-96A6-ADF0EBE5B9CD/） 
にて販売されます。 
 

スペック表（フルサイズ） 
型番 R3SA11 R3SA12 R3SA13 R3SA31 R3SA21 R3SA41 

静⾳スイッチ 搭載 搭載 搭載 なし  搭載 なし 
APC 機能 搭載 
サイズ（縦×横×⾼さ） フルサイズ 142 × 455 × 39 mm 

重量  1.4Kg 
本体⾊ ブラック スーパーホワイト 
キーキャップ⾊ ブラック スーパーホワイト 
キーキャップ素材 PBT 
キー配列 ⽇本語配列 
キー数 112 
キーストローク 4mm 
キー印刷 レーザー印刷 
かな印字 かな有り 
キー荷重 45g 変荷重 30g 45g 45g 
スイッチ 東プレスイッチ (静電容量無接点⽅式) 
スイッチ寿命 5,000 万回以上  
接続 I/F USB  
ケーブル⻑ 1.6m  
内容物 キーボード本体、取扱説明書（保証書）  
直販価格（税込） ¥23,540  ¥23,540  ¥23,540  ¥21,340  ¥23,540  ¥21,340  
直販価格（税抜） ¥21,400  ¥21,400  ¥21,400  ¥19,400  ¥21,400  ¥19,400  

 
スペック表（テンキーレス） 

型番 R3SC11 R3SC12 R3SC13 R3SC31 R3SC21 R3SC41 
静⾳スイッチ 搭載 搭載 搭載  なし 搭載 なし 
APC 機能 搭載 
サイズ（縦×横×⾼さ） テンキーレス 142 × 369 × 39mm 
重量  1.1Kg 
本体⾊ ブラック スーパーホワイト 
キーキャップ⾊ ブラック スーパーホワイト 
キーキャップ素材 PBT 
キー配列 ⽇本語配列 
キー数 91 
キーストローク 4mm 
キー印刷 レーザー印刷 
かな印字 かな有り 
キー荷重 45g 変荷重 30g 45g 45g 

スイッチ 東プレスイッチ (静電容量無接点⽅式) 
スイッチ寿命 5,000 万回以上 
接続 I/F USB 
ケーブル⻑ 1.7m 
内容物 キーボード本体、取扱説明書（保証書） 
直販価格（税込） ¥23,100  ¥23,100  ¥23,100  ¥20,900  ¥23,100  ¥20,900  
直販価格（税抜） ¥21,000  ¥21,000  ¥21,000  ¥19,000  ¥21,000  ¥19,000  

 
製品画像⼀括ダウンロードリンク︓ https://www.realforce.co.jp/press/photo/r3s.zip 

 
 



 

 
■REALFORCE（リアルフォース）について 
東プレ株式会社は 1983 年に静電容量無接点⽅式のスイッチを搭載した⼊⼒機器を業務⽤端末として開発し販売いた
しました。その⼊⼒機器が⾼い評価を受けたことから、PC ⽤キーボードを開発し 2001 年に「REALFORCE」として個⼈⽤
途向けに発売しました。 
「REALFORCE」が変わらず守り続けているのは、⾼機能、⾼品質、⾼品位な製品をお客様に提供することへのこだわりで
す。使う⼈のことを考えながら誠実に開発を続けています。 
キーボードは現在に⾄るまで、⽇本品質にこだわり、設計から製造、サポートまで⼀貫して相模原市（神奈川県）の⼯場
で対応しています。  
「REALFORCE」は、ホーム＆オフィス⽤の「マスターシリーズ」、ゲーミング⽤の「ゲーミングシリーズ」、「アクセサリー」の３つで
構成されています。 
 
■東プレ株式会社について 
東プレ株式会社は 1935 年の創業以来、塑性（プレス）加⼯技術と⾦型設計技術を応⽤し、⾃動⾞関連製品、定
温物流、空調機器、電⼦機器の各分野で、⽇本、アメリカ、メキシコ、中国、インドネシア、インドの⼯場で⽣産しています。
企画設計段階から開発に携わる⼀貫⽣産体制に強みを持ち、独⽴系ならではの⾃由で柔軟な発想で時代のニーズに
合ったものづくりをしています。東京証券取引所プライム市場に上場、証券コード︓5975。 
 
 
■本リリース製品に関する問い合わせ先 
東プレ株式会社 電⼦機器部 営業 1G ⼭根 
TEL︓042-772-8111 
E-mail︓realforce@topre.co.jp 
REALFORCE Webサイト: https://www.realforce.co.jp/ 
 
※東プレ、TOPRE、TOPRE ロゴ、REALFORCE および、REALFORCE ロゴは、東プレ株式会社の登録商標です。 
※仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。 
※本資料に掲載した写真は実際の製品とは多少異なる場合があります。 
※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 
 


