[release_SST-PM01-FX]
【

SilverStone 社 RGB 機能が特徴の“Primera シリーズ”に
グラフィカルアート「SST-PM01-FX」の新モデルを取扱開始! 】

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)製ゲーミング向
け ATX ケース「SST-PM01 シリーズ」に RGB 機能とサイドパネルへのグラフィカルアートを施した新モデル、
「SST-PM01-FX」の
取扱開始を発表しました。3 月 31 日(金)より予約開始、初回出荷は 4 月末予定です。
SST-PM01-FX は、3 月に発売開始となった SST-PM01-RGB の派生モデルです。高性能ケースである PM01 の設計をもとに、単色
の LED を RGB タイプに置き換え、側面パネルに強化ガラスを採用。更に、SST-PM01-FX では、右側面パネルにはユニコーンのグラ
フィカルアートが施されており、LED 以外にも見る者に強烈なインパクトを与えます。冷却性能に加えて個性ある外観を求めるユー
ザーにとって SST-PM01-FX は強烈な製品でしょう。
■主な製品特徴

･右側面パネルの目を見張るグラフィカルアート
･3 基の RGB LED 内蔵 140mm ファングリル付属で先進のライティング効果
･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

■右側面パネルの目を見張るグラフィカルアート
LED イルミネーションが一般化してきた昨今の PC ケース。ユーザーのみならず、第三者へのアピールにも最適であることは言うまで
もありません。しかしながら、LED ではデジタル的な印象だけを与えてしまうという側面も持ち合わせています。そこで、SSTPM01-FX は、既存の SST-PM01-RGB をベースに、右側面パネルに躍動感あるグラフィカルアートが施されております。レッドまた
はブルーを基調としたユニコーンのこの絵柄は、LED イルミネーションが主流の現在では、ひときわ目立つ存在感をアピールできま
す。
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■3 基の RGB LED 内蔵 140mm ファングリル付属で先進のライティング効果
SST-PM01-RGB には昨今トレンドの LED コントール機能を搭載しています。しかしながら、SilverStone では単なる LED 内蔵ファ
ンを搭載させるだけではなく、よりフレキシブルなライティング効果が可能なよう、同社独自の LED 内蔵ファングリルを採用しまし
た。この RGB コントールに対応したファングリルは、ケース搭載の LED コントロールユニットだけではなく、マザーボードでサポー
トされる LED コントロールユーティリティを用いてカラー変更や照明モードが変更可能となっています。冷却ファンに拘るユーザー
は、LED 内蔵製品の選択の幅が少なく、大きな疎外感を受けていたかもしれません。しかし、SST-PM01-RGB であれば、好みの冷却
ファンを選択でき、素晴らしいライティング効果を楽しむことが可能です。
■製品名

SST-PM01B-FX (ブラック、RGB LED、強化ガラスウィンドウ)(JAN: 4560214565888)
SST-PM01W-FX (ホワイト、RGB LED、強化ガラスウィンドウ)(JAN: 4560214565895)

■想定売価

各モデル共通 : 28,980 円前後（税抜き）

■製品 URL

http://www.dirac.co.jp/sst-pm01-fx/
http://www.silverstonetek.com/product.php?area=jp&pid=737

■製品画像
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■製品仕様
製品名

PM01B-FX

PM01W-FX

製品型番

SST-PM01B-FX

SST-PM01W-FX

JAN コード

4560214565888

4560214565895

カラー

ブラックボディー/RGB LED

ホワイトボディー/RGB 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/強化ガラス
–

5.25 インチベイ
3.5 インチベイ
2.5 インチベイ

外部

–

内部

4 (2.5″ストレージ共用)

外部

–
5

内部

搭載ファン

前面

140mm ｘ3 (LED ファンガード付)

背面

140mm ｘ1

上面

140/120mm ｘ3
140/120mm ｘ1
オプション
140mm ｘ2 または 120mm ｘ3
(最大搭載数)
–

–

出荷時

–

側面

–

底面

–

外部 I/O ポート

USB 2.0 × 2 / USB 3.0 × 2 / Audio × 1 / MIC × 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

ラジエーター制限

フロント

2 × 120mm ; 1 × 240mm / 280mm / 360mm

リア

1 × 120mm / 140mm
2 × 120mm ; 1 × 240mm / 280mm / 360mm(※)

トップ
製品寸法

(W)220mm × (H)571mm × (D)560mm

製品重量

10.1 Kg

備考

(※)トップに 280mm/360mm 水冷ラジエーターを搭載する場合、ラジエーターとファンの合計の
厚みが 33mm 以内に収まる製品をご利用ください。(マザーボードとの干渉のため)
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

