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【SilverStone 社 ハイエンド仕様と静音仕様のラインナップを用意した「SST-KL05 シリーズ」発売開始】

株式会社ディラック PC 事業部は、SilverStone 社新製品「SST-KL05 シリーズ」を 2014 年 12 月 19 日(金)より発売開
始いたします。SilverStone 社 KUBLAI シリーズも、世代を重ね 5 代目となりました。その 5 代目製品 SST-KL05 シリー
ズは、2 種類のラインナップを用意したミドルタワーケースです。
■ハイエンド仕様向けと静音仕様向けのラインナップ
本製品群は、ATX フォームファクター対応のミドルタワーケース。外観は比較的おとなしめなデザインとなっています
が、充実した機能を有しております。また、ラインナップとして「アクリルウィンドウ仕様」と「静音向け仕様」の 2 種
類を用意。システムの使用目的に合わせた選択が可能となっています。アクリルウィンドウ仕様である KL05B-W は、フ
ロント部デザインにメッシュ仕様デザインを採用。静音仕様である KL05B-Q では、サイドパネル内側にウレタンフォー
ムを標準添付。より高い冷却能力を求めるハイエンド仕様には KL05B-W、静音仕様のシステムには KL05B-Q という選
択が可能となっております。
■水冷キットに対応
昨今、CPU クーラーの選択肢として水冷仕様を望む声が多くなっており、本製品でも最大で 280mm サイズのラジエー
ター仕様の水冷キットに対応。設置スペースを十分に確保することで、他のコンポーネントとの干渉を極力抑えた設計と
なっています。
■ツールレスディスクデバイスを用意
5.25 インチベイは 2 基用意。この 2 基にはツールレス機構を搭載、ドライバレス・スクリューレスを実現しました。ま
た、ディスクデバイスベイとして 6 基のデバイスベイを用意。このディスクデバイスは、トレー方式を採用。ツールレス
環境を提供すると同時に、3.5 インチ・2.5 インチデバイスのいずれにも対応を実現し、組み立て工数を削減しておりま
す。また、2.5 インチ専用スロットを用意、ディスクデバイス搭載総数は 8 基となっております。
■高い冷却性能
システムの冷却デバイスとして、前面部には 120mm ファンを 1 基搭載。この前面部には最大で 2 基の 120mm ファ
ン、または 140mm を搭載する事が可能です。この他、背面部は 120mm ファンを 1 基、底面部には 120mm ファンを
2 基、さらに上面部にも 120mm または 140mm ファンを 2 基搭載可能としており、冷却用ファンの最大搭載数は 7
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基。ハイエンドシステムでのご利用にも十分対応可能となっております。
標準搭載の前面 120mm ファンですが、アクリルウィンドウ仕様である KL05B-W にはブルーLED 仕様ファンを搭載、
静音仕様である KL05-Q ではノーマル仕様の 120mm ファンを搭載しております。
■主な製品仕様
・ハイエンド向け仕様と静音向け仕様の 2 バリエーションを用意
・KL05B-W : アクリルサイドウィンドウパネル仕様
・KL05B-Q : サイドパネル内側にウレタンフォームを標準添付
・ディスクデバイスはツールフリー仕様
・水冷キットにも対応
・外部 I/O ポートには USB3.0 を 2 基用意

■製品名
SST-KL05B-W(アクリルパネル仕様)/(JAN)4560214564041
SST-KL05B-Q(静音仕様)/(JAN)4560214564058
■店頭想定価格
SST-KL05B-W
SST-KL05B-Q

\12,000 円前後(税別)
\13,000 円前後(税別)
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製品仕様(SST-KL05B-W)
製品名/JAN コード

SST-KL05B-W/4560214564041

製品寸法

(H)525mm-(W)202mm-(D)496mm

ボディカラー

フルブラック

ボディ材質

スチール

5.25 インチベイ

2基

外部 3.5 インチベイ

-

内部 3.5 インチベイ

最大 6 基(2.5"ディスクと排他仕様)

内部 2.5 インチベイ

最大 8 基(6 基は 3.5"ディスクと排他仕様)
120mm
前面

or

120mm 1 基

140mm
2基

背面
搭載ファン

出荷時

上面

オプション
(最大数)

-

120mm 1 基
120mm
or
140mm
2基

側面

-

底面

-

120mm 2 基

外部 I/O ポート

USB3.0 2 基/オーディオ入出力

拡張スロット数

８基

対応マザーボード

ATX/Micro-ATX

対応電源ユニット

ATX 仕様(電源は別売)

拡張カードスペース

406mm(ディスクケージ取り外し時)

CPU クーラー最大高

165mm

電源ユニット最大奥行き

180mm 以下推奨

製品重量

6.8kg

製品パッケージサイズ・総重量

282mm-580mm-578mm/8.5kg
上面 : 120mm/240mm 簡易水冷キット搭載可能

備考

アクリルサイドウィンドウパネル仕様
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます
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製品仕様(SST-KL05B-Q)
製品名/JAN コード

SST-KL05B-Q/4560214564058

製品寸法

(H)525mm-(W)202mm-(D)496mm

ボディカラー

フルブラック

ボディ材質

スチール

5.25 インチベイ

2基

外部 3.5 インチベイ

-

内部 3.5 インチベイ

最大 6 基(2.5"ディスクと排他仕様)

内部 2.5 インチベイ

最大 8 基(6 基は 3.5"ディスクと排他仕様)
120mm
前面

or

120mm 1 基

140mm
2基

背面

出荷時

搭載ファン
上面

オプション
(最大数)

-

120mm 1 基
120mm
or
140mm
2基

側面

-

底面

-

120mm 2 基

外部 I/O ポート

USB3.0 2 基/オーディオ入出力

拡張スロット数

８基

対応マザーボード

ATX/Micro-ATX

対応電源ユニット

ATX 仕様(電源は別売)

拡張カードスペース

406mm(ディスクケージ取り外し時)

CPU クーラー最大高

165mm

電源ユニット最大奥行き

180mm 以下推奨

製品重量

6.8kg

製品パッケージサイズ・総重量

282mm-580mm-578mm/8.5kg
上面 : 120mm/240mm 簡易水冷キット搭載可能

備考

サイドパネル内側にウレタンフォーム貼り付け済
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます
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製品画像

SST-KL05B-W

SST-KL05B-Q
◆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（サイトウ） saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp
WEB：http://www.dirac.co.jp/sst-kl05-series/
画像データ : http://www.dirac.jp/download/sst-kl05-series-pict.zip
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。

