[release_SHA-DG7000-G RGB]
【Sharkoon 社 RGB LED ファン搭載ゲーミング PC ケース『DG7000-G RGB』を発売 】

株式会社ディラック(本社︓東京千代⽥区)は Sharkoon Technologies GmbH (本社︓ドイツ、以下 Sharkoon 社)製 ATX ゲーミング
ミドルタワーケース「DG7000-G RGB」を 2018 年 1 ⽉ 12 ⽇(⾦)に発売いたします。
Sharkoon DG7000-G RGB は、同社ゲーミング PC ケース DG7000-G シリーズに昨今のトレンドである RGB ファンを取り⼊れたア
ップグレード製品です。マザーボードメーカーが推進する RGB 機能に対応するよう、専⽤の 6 ポート RGB ハブを搭載。また、RGB
機能の無いマザーボードでも RGB LED 機能を楽しめるよう、⼿動式コントローラーも付属しています。
内部構造は同社 DG7000-G を踏襲。底部に備わるカバー内に電源・HDD を格納し、フレキシブルなケーブルマネージメントを可能に
したマザーボードトレイに加え、ハイエンドビデオーカードや⽔冷ラジエーターもサポートする拡張性を有します。

■主な製品特徴
・ASUS/GIGABYTE/MSI の LED コントロールソフトウェアに対応
・制御可能な RBG LED ファンが付属したプレイフルな PC ケース
・統⼀感ある内部配置と驚異的な機能性
・最適なエアフローを確保するケース設計
・⾰新的なドライブ設置

■製品名

DG7000-G RGB (製品型番︓SHA-DG7000-G RGB

■希望⼩売価格

13,880 円（税抜き）

■製品 URL

http://www.dirac.co.jp/sha‐dg7000‐g‐rgb/

■メーカーURL

https://ja.sharkoon.com/product/1723/21093

JAN: 4044951021093)
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■ ASUS/GIGABYTE/MSI の LED コントロールソフトウェアに対応
Sharkoon DG7000-G RGB は、主要マザーボードメーカーが採⽤している LED コ
ントロールソフトウェアに対応しています。LED ファンをマザーボードに接続すれ
ば、即座にコントロールでき、好みの⾊に調整することが可能です。

■制御可能な RBG LED ファンが付属したプレイフルな PC ケース
ゲーマー向けに特別設計された Sharkoon DG7000-G RGB はそのユニークな外⾒が印象
的で、機能⾯でもあらゆる需要を満たしています。頑丈な素材を採⽤した ATX ミドルタ
ワーは、まさに最⾼級のゲーム⽤ PC に相応しい⼀台と⾔えます。最適化されたケーブル
マネジメントシステムが、DG7000-G RGB を常にすっきり美しく整え、内部は強化ガラ
ス製サイドパネルから確認することがで きます。
3.5 インチハードドライブや電源ユニットなども、ケースの底⾯にある隠しパネルの裏側
に取り付けることが可能であり、その他にも、印象的なメッシュフロントパネルの後ろに
は隠された 2 基の 140mm RGB LED ファン、そしてリアパネルにはもう 1 基の 140mm
RGB LED ファンが追加されています。
12V-G-R-B コネクタ付きのマザーボード向けに装備された 6 ポート RGB ハブにより、こ
れらのファンとその他の３つの LED 製品はマザーボードソフトウェアから簡単に制御と
同期をすることができ、最⼤ 1680 万⾊に発光させることも可能です。12V-G-R-B コネクタのないマザーボードの場合、DG7000-G
RGB に付属の⼿動式カラーコントローラーを⽤います。ケース内部に取り付けて、電源ユニットの SATA コネクタに接続すれば、付
属の LED ストリップやその他の LED 製品、そして LED ファンを発光させることができます。※⼿動式コントローラーは全 6 ⾊で、
そのうち 1 ⾊のみの設定になります。

■統⼀感ある内部配置と驚異的な機能性
ケースには特殊な設計をほどこし、さまざまな部品を設置が可能で、ケーブルも隠せる⼗分
なスペースが設けられています。
まず、電源ユニットと最⼤ 3 基の 3.5 インチハードドライブは、ケースの底⾯にあるパネル
の裏側に切り離して設置可能なレイアウトになっています。マザーボードや他の部品のケー
ブルも⾒えません。
マザーボードトレイには、CPU クーラーのカットアウトだけでなく、必要なケーブルすべて
に対応できるマネージメント⽤のケーブルホールが開いています。
ケース前⾯には、⽔冷⽤として、最⼤厚さ合計 5.7 cm（ファン含む）の 280 mm のラジエ
ーターを設置することができます。また、付属ダストフィルターによりハードウェアを汚れ
から守り、お⼿⼊れする時にも、容易な取り外し・取り付けが可能です。
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■製品画像

■製品仕様
製品名

DG7000-G RGB

製品型番

SHA-DG7000-G RGB

JAN コード

4044951021093

カラー

ブラック/RGB LED ファン

製品寸法/重量

(W) 210mm × (H) 470mm × (D) 470mm / 8.2Kg

材質

ボディ

スチール/プラスチック

ウィンドウパネル

強化ガラスサイドパネル
ATX / Micro-ATX / Mini-ITX

対応マザーボード

2

5.25 インチベイ
3.5 インチベイ
2.5 インチベイ

外部

－ ※付属 3.5 オープンベイベゼルにて対応

内部

3
2

内部
140mm RGB LED ×2

前面
搭載ファン

背面

オプション

140mm RGB LED ×1

出荷時

上面

(最大搭載数)

－

拡張スロット数

7

電源

無し / ATX(PS/2)規格電源に対応

拡張カードスペース制限

380mm のビデオカードまで対応

CPU クーラー制限

175mm

電源ユニット最大奥行き

230mm
フロント：

－
1年

製品保証

■お問合せ

120/140mm ×2

(最大) 140mm × 280mm × 厚さ 57mm

リア：

備考

120/140mm ×1

USB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic

外部 I/O ポート

ラジエーター制限

120/140mm ×2

製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

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

