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【 SilverStone 社 高いデザイン性と機能性を追究した新しい“Primera シリーズ”、               

第一弾「SST-PM01」を発売開始 】 

 

 

株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾、以下 Silverstone 社)製

フロントパネルメッシュを施しチャンバー構造を採用したゲーミング向け ATX ケース「SST-PM01 シリーズ」を 4 月 9

日(土)より発売開始いたします。 

Primera シリーズ SST-PM01 は、一貫した美しい外観と豊富な機能を備えた PC 構築を求めるユーザーに向けたコンセ

プトとしてデザインが開始されました。その結果、独特で目を引くスタイリングと機能性を備えた素晴らしい PC ケース

として誕生いたしました。 

 

■主な製品特徴 

・140mm LED ファンおよび内蔵 LED ストリップにより、他者を魅了する視覚効果を実現 

・スーパーカーのインテイクグリルからヒントを得た、大型メッシュパネル設計 

・240/280/360mm ラジエター対応で、簡易水冷クーラーや本格的な水冷方式をサポート 

・リザーバータンク設置スペースにより、本格水冷クーリングにも完全対応 

・着脱可能フィルターおよび正圧設計による防塵効果 

・モード調節可能な 4 セグメント LED ライトコントローラ 

・PSU およびドライブベイカバー装備でスッキリした内部スペース 

・ファンケーブル取り回し用の 10 in 1 ファンハブ 
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・140mm LED ファンおよび内蔵 LED ストリップにより、他者を魅了する視覚効果を実現                           

SST-PM01 のフロントに 3 基の 140mm LED FAN が標準搭載されており、更に LED ストリップも内蔵することで、魅せるという

Concept として完成度の高い、見た者に強烈なインパクトを与える PC ケースです。 

・スーパーカーのインテイクグリルからヒントを得た、大型メッシュパネル設計                                   

スポーツカーや SUV など、昨今の自動車の空冷構造(インテイクグリル)にならい、PM01 では大型フロントメッシュ設計を採用し

ています。この大型フロントメッシュパネル設計で、空気循環の効率化に大幅向上しています。 

・240/280/360mm ラジエター対応で、簡易水冷クーラーや本格的な水冷方式をサポート 

SST-PM01 では、簡易水冷と本格水冷の両者への対応も前提として設計されています。フロントとトップには本格的な水冷クーラ

ーでは、360mm ラジエターをはじめ、240mm/280mm クラスも対応します。更にリアには 120mm/140mm ラジエターの搭載

も可能で、ヘビーユーザーも満足させるクーリング仕様となっています。 

・モード調節可能な 4 セグメント LED ライトコントローラ 

搭載されている LED ストリップは、専用コントローラーに接続され、4 つのモードで動作が可能です。最高輝度にて点灯する

『 full brightness 』、50%輝度の『 half brightness 』、点滅パターン『 breathing pattern 』、消灯の『 OFF 』。パワーボタン部

に隣接された LED スイッチボタンによりモードチェンジが可能です。ご利用シーンに合せて、即座に切り替えることが可能です。 

 ・PSU およびドライブベイカバー装備でスッキリした内部スペース 

外観デザインを重視した SST-PM01 ですが、電源や HDD ドライブが格納されるスペースもクリーンな印象を与えるレイアウトに

なっています。電源・HDD ドライブエリアはケース下部にレイアウトされております。このエリアは、比較的多くのケーブル類が

集まることから、見た目を重要視するユーザーの課題の 1 つでもあります。そこで SST-PM01 には、チャンバー構造のように、専

用カバーが採用されています。ウィンドウパネル面からはその内部を覗くことができないため、ゲーミング大会や自己アピールとし

ての PC を目指しているヘビーユーザーに配慮したデザインとしています。 

・ファンケーブル取り回し用の 10 in 1 ファンハブ 

SST-PM01 用にカスタマイズした 3 ピンファン用のファンハブユニットを標準搭載しております。このファン用ハブには最大で 10

基のファンを接続させることができ、一括した電力供給が可能となっています。マザーボードとのダイレクト接続だけではなく、フ

ァンハブを通じた配線により、見た目にこだわりを持つユーザーへの細かい配慮の現れとなっています。  (※搭載のファン用ハ

ブユニットは PWM 非対応です。) 

■製品名 SST-PM01BR-W (ブラック/レッド LED)  (JAN: 4560214544920) 

SST-PM01WA-W(ホワイト/ブルーLED) (JAN: 4560214544937) 

■想定売価 SST-PM01BR-W :16,500 円（税抜き） 

SST-PM01WA-W:17,500 円（税抜き） 

■製品 URL     http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=669&area=jp 

http://www.dirac.co.jp/sst-pm01/ 

http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=669&area=jp
http://www.dirac.co.jp/sst-pm01/
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■製品仕様 

製品名 SST-PM01BR-W SST-PM01WA-W 

製品型番 SST-PM01BR-W  SST-PM01WA-W 

JAN コード 4560214544920   4560214544937 

カラー ブラック/レッド LED ホワイト/ブルーLED 

材質 
ボディ スチール、プラスチック 

ウィンドウパネル あり 

5.25 インチベイ - 

3.5 インチ

ベイ 

外部 - 

内部 4 (2.5″ストレージ共用) 

2.5 インチ

ベイ 

外部 - 

内部 5 

搭載ファン 

前面 

出荷時 

140mm ｘ3 (LED) 

オプション  

(最大搭載数) 

140/120mm ｘ3 

背面 140mm ｘ1 140/120mm ｘ1 

上面 - 
140mm ｘ2 

または 120mm ｘ3 

側面 - - 

底面 - - 

外部 I/O ポート USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 2 / Audio x 1 / MIC x 1 

拡張スロット数 7 

対応マザーボード ATX / MicroATX 

電源 無し / ATX 規格(PS/2)電源に対応 

拡張カードスペース 16.5″(約 419mm)長カードまで搭載可能 

CPU クーラースペース 180mm 

電源ユニットスペース 240mm 

ラジエター制限 

フロント：  240mm / 280mm / 360mm x 1 

リア：  240mm / 280mm / 360mm x 1 

トップ：  120mm / 140mm x 1 

製品寸法 (W)220mm x (H)560mm x (D)560mm 

製品重量 9 Kg 

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。 

 

■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880 

担当：斉藤 saito@dirac.co.jp  渡辺 watanabe@dirac.co.jp 

その他お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp 

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。 

 

 

mailto:saito@dirac.co.jp
mailto:mwatanabe@dirac.co.jp
mailto:info@dirac.co.jp
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■製品画像 

    

    

    

    

   


