[release_SST-PM01-RGB]
【 SilverStone 社 “Primera シリーズ”「SST-PM01」に RGB 機能搭載モデルが登場！ 】

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」の RGB 機能を搭載した新モデル、
「SST-PM01-RGB」シリーズを 3 月 10 日(金)より発売開始いたします。
SST-PM01-RGB は、2016 に発表された高性能ケースの一つである PM01 の元の設計からさらに進んだ素晴らしいコンピューター
ケースです。 これは単色の LED を RGB タイプに置き換え、側面パネルとして強化ガラスを装備、スーパーカーからヒントを得た
PM01-RGB のデザインをより豪華で、きらびやかにしています。 標準の RGB ライトストリップに加え、ケースには上面パネルの
LED コントロールボタンまたは互換性のあるマザーボードソフトウェアユーティリティ経由で、カラー変更や照明モードが変更可能
な SilverStone 専用 RGB ファンガードが付属しています。 冷却性能に加えて外観にさらなる個性を備えさせるケースをお探しの皆様
にとって、SST-PM01-RGB は最適な製品でしょう。
■主な製品特徴
･3 基の RGB LED ストリップ内蔵 140mm RGB LED ファンガード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、大型フロントパネルメッシュ設計
･着脱可能フィルターおよび正圧設計による防塵効果
･カラーおよびモード調節用のデュアルモード LED ライトコントローラ内蔵
･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
･ファン制御およびケーブル管理用 8 in 1 PWM ファンハブ付属
･全面強化ガラスの側面パネル
■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。

[release_SST-PM01-RGB]
■製品名

SST-PM01B-RGB (ブラックボディー、RGB LED + ウィンドウ)(JAN:4560214565857)
SST-PM01C-RGB (ツヤ消しブラック、RGB LED + ウィンドウ)(JAN:4560214565864)
SST-PM01W-RGB (ホワイトボディー、RGB LED + ウィンドウ)(JAN:4560214565871)

■想定売価

各モデル共通 : 25,000 円前後（税抜き）

■製品 URL

http://www.silverstonetek.com/product.php?area=jp&pid=736
http://www.dirac.co.jp/sst-pm01-rgb/

■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
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

[release_SST-PM01-RGB]
■製品仕様
製品名

SST-PM01B-RGB

SST-PM01C-RGB

SST-PM01W-RGB

製品型番

SST-PM01B-RGB

SST-PM01C-RGB

SST-PM01W-RGB

JAN コード

4560214565857

4560214565864

4560214565871

ブラックボディー

ツヤ消しブラック

ホワイトボディー

RGB LED + ウィンドウ

RGB LED + ウィンドウ

RGB LED + ウィンドウ

カラー
ボディ

プラスチック製外側シェル、スチール製ボディ、強化ガラス側面パネル

ウィンドウパネル

あり

材質
5.25 インチベイ

-

3.5 インチ

外部

-

ベイ

内部

4 (2.5″ストレージ共用)

2.5 インチ

外部

-

ベイ

内部

5
140mm ｘ3

前面
背面
搭載ファン

上面

140/120mm ｘ3

(RGB LED ファンガード付属)
140mm ｘ1
出荷時

140/120mm ｘ1

オプション

-

(最大搭載数)

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
240mm / 280mm / 360mm x 1

トップ：

※ファン含め厚さ 33mm まで

製品寸法

(W)220mm x (H)560mm x (D)560mm

製品重量

10.1Kg
RGB LED コントローラー内蔵

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。

