[release_RS6661A]
【 HighPoint 社 Thunderbolt3 接続の外付け PCI-Express x4 拡張エンクロージャー
「RS6661A」及び各種拡張カードとのセットモデルを取り扱い開始】

株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は米国 HighPoint Technologies inc.社(本社：米国)製、Thunderbolt3 接続の PCIExpress x4 スロット増設外付けエンクロージャー「RS6661A」並びに、各種インターフェースカードのセットモデル 7 製品の取り
扱いを、2018 年 12 月 7 日(金)より開始いたします。
RocketStor 6661A シリーズは、Thunderbolt3 プラットフォーム用の多様な高性能ストレージおよび、接続ソリューションの業界で
最も包括的な製品です。コンパクトで超薄型のフォームファクタに、長さ約 20.8cm までのフルハイト PCI-E 拡張カードを搭載で
き、高速 NVMe SSD および SAS / SATA RAID ストレージから、便利で費用対効果の高い USB ドライブまで幅広い外部デバイスを
ホスト可能です。エンクロージャー本体には Thunderbolt3 ポートを 2 つ搭載しており、デイジーチェーンにより最大 6 台までのデ
バイスをサポートしています。コンパクトデスクトップやノート PC をメディアワークステーションとして活用するために、この
RS6661A シリーズは最適な製品と言えるでしょう。
■製品名 / 希望小売価格
エンクロージャー本体
RS6661A

(JAN：0643653666119)

31,800 円（税別）

RS6661A-4USB

(JAN：0643653666126)

49,800 円 (税別)

RS6661A-2USB

(JAN：0643653666133)

33,800 円 (税別)

RS6661A-2U2e

(JAN：0643653666140)

38,800 円 (税別)

RS6661A-eSATA

(JAN：0643653666157)

38,800 円 (税別)

RS6661A-mSAS1

(JAN：0643653666164)

38,800 円 (税別)

RS6661A-mSAS2

(JAN：0643653666171)

52,800 円 (税別)

RS6661A-NVMe

(JAN：0643653666188)

81,800 円 (税別)

インターフェースカードセットモデル

■製品 URL

http://www.dirac.co.jp/rocketstor-6661a/

■メーカーURL

http://highpoint-tech.com/USA_new/series-rs6661a-overview.htm

[release_RS6661A]
■主な製品特徴
・フルハイト/フルレングスの PCIe 3.0 カードを簡単に搭載可能
・多彩なストレージに対応（NVMe / USB / eSATA / Mini-SAS）
・Thunderbolt3 40Gb/s ポートの高速接続
・デイジーチェーンによる最大 6 つのデバイスをサポート
・アルミシャーシと冷却ファンによる高い放熱設計
・インターフェースカードを標準搭載したセットモデルを用意

・PCI-Express ソケットに切込みがあるので、x8 や x16 デバイスも搭載可能
■ フルハイト/フルレングスの PCIe 3.0 カードを簡単に搭載可能
RocketStor 6661A は、単一のケーブル接続で Thunderbolt3 対応の Mac および PC プラットフォームに簡単に接続できます。
また、エンクロージャの構造もシンプルなものとなっており、クイックリリースのつまみネジとスライド可能なシャーシカバーによ
り、PCIe カードを簡単に追加または取り外しできます。

■アルミシャーシと冷却ファンによる高い放熱設計
ネットワーキング、ビデオ、ハードウェアの RAID カードなどの
PCIe デバイスは、アクセス時に多くの熱を発生します。
RocketStor 6661A は、高性能な拡張カードに対応するように設
計されており、換気された全アルミニウムシャーシと二重冷却フ
ァンは、高ストレス負荷時に効率的に排出します。
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■製品仕様:
製品名 / 型番

RS6661A

JAN

0643653666119

ホストポート数

Thunderbolt3 x2（Type-C）

搭載インターフェイス

PCI-E x4 Gen3.0 ※1

搭載可能カードサイズ

フルハイト / 長さ 20.8cm

製品サイズ

(W)57.2mm x (D)257mm x （H）163mm
USB Type-C 搭載 PC, Thunderbolt2 以降搭載 PC /

サポート OS

Windows8 及びそれ以降: Max OSX 10.10 及びそれ以降

搭載電源

AC アダプタ 60W

パッケージ内容

RS6661A 本体 / Thunderbolt3 ケーブル x1 / AC アダプタ 電源ケーブル / クイックガイド

パッケージサイズ / 重量

(W)240mm x (D)350mm x （H）125mm

製品保証

1年

備考

※1 PCI-Express ソケットに切込みがあるので、x8、x16 デバイスも搭載可能。
製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■セットモデル製品仕様
製品名 / 型番

RS6661A-4USB

RS6661A-2USB

RS6661A-2U2e

RS6661A-eSATA

JAN コード

0643653666126

0643653666133

0643653666140

0643653666157

ポート数

USB3.1 Gen2 Type-A x4

USB3.1 Gen2 Type-A x1 USB3.1 Gen1 Type-A x2
USB3.1 Gen2 Type-C x1

eSATA x2

RAID

eSATA X4
RAID 0.1.5.10

パッケージサイズ

(W)240mm x (D)350mm x （H）125mm

製品保証

1年

備考

製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

製品名 / 型番

RS6661A-mSAS1

RS6661A-mSAS2

RS6661A-NVMe

JAN コード

0643653666164

0643653666171

0643653666188

ポート数

Mini-SAS x1（4ch SATA）

Mini-SAS x2（8ch SATA）

NVMe M.2 SSD x4

RAID

RAID 0.1.5.10

RAID 0.1.5.6.10.50

RAID 0.1.5.10

パッケージサイズ / 重量

(W)240mm x (D)350mm x （H）125mm

(W)240mm x (D)350mm x

製品保証

1年

備考

製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

（H）125mm
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■製品画像

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話：03-5298-3880 / e-mail：info@dirac.co.jp
※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください

