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【Sharkoon 社 120mm ファン 5 基搭載の倒立構造ミドルタワー「REV220」、 

REV200 用オプショントップカバー「Magnetic Top Cover Kit」を販売開始 】 

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)製 の 5 ファン倒立構造ミドルタワーケ

ース「REV220」を、2020 年 9 月 15 日(火)より販売開始いたします。 

REV220 は、REV シリーズの特徴である倒立構造を採用したミドルタワーケースです。CPU とビデオカードの発熱に対し、マザーボ

ードを 90 度回転配置することで、ケース前面と背面のファンによる効率的なエアフローを実現しました。ケースファンはフロントに

120mm ファン 3 基、リアにアドレッサブル RGB 対応 120mm ファン２基を搭載。強力なエアフローと豪華なイルミネーションを両

立しています。フロントパネルはカーボンファイバー風のデザインとなっており、中央プレート周囲に RGB イルミネーションを配

置。サイドパネルは強化ガラス製で、リアに搭載された 2 基の RGB ファンや追加で搭載するストリップなどのデバイスの輝きがより

映えるでしょう。フロントパネルの RGB イルミネーションとリアの RGB ファンは主要マザーボードメーカーの Sync システムに対応

するほか、非対応マザーボードをご使用の場合はリセットボタンに切り替え機能を割り当てる事により、手動でイルミネーションを楽

しめます。これと同時に、REV220 に標準搭載されたトップパネルを REV200 用オプション「Magnetic Top Cover Kit」として発売

します。 

 ■製品名  REV220(製品型番：SHA-REV220  JAN: 4044951029761) 

■希望小売価格  12,980 円（税別） 

■メーカーURL     https://ja.sharkoon.com/product/29761 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sha-rev220/ 

 

■主な製品特徴 

・5 基の搭載ファンによる最適化されたエアフロー 

・カーボンファイバー風のフロントパネルに RGB イルミネーションを装備 

・大型グラフィックカードも装着可能な高い拡張性を実現する大容量スペース 

 

https://ja.sharkoon.com/product/29761
http://www.dirac.co.jp/sha-rev220/
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【5基の搭載ファンによる最適化されたエアフロー】 

REV220 は、ケース前面に 120mm ファンが 3 基、さらにケース背面に

120mm アドレッサブル RGB ファン 2 基が設置されています。これら 5 基

のファンにより、空気の流れがグラフィックカードに直接当たり、ケース背

面から効率良く排出されます。またケース上部のエアフローが改善されてお

り、これまで以上の高効率を実現しました。防振対策も施されており、 電源

も、ご希望に応じて異なる 2 通りの方向に設置することが可能です。 

ケース前面の 120mm ファン 3 基は、140mm ファン 2 基または 360mm

ラジエーター１基（オプション）に交換することができます。同様に背面の

120mm アドレッサブル RGB ファン 2 基も、140mm ファン 2 基または

240mm ラジエーター（オプション）に交換できます。 

 

【大型グラフィックカードも装着可能な高い拡張性を実現する大容量スペース】 

REV220 にはハードウェアコンポーネントを妥協することなく搭載することができます。本ケースは、長さ最大 32.3cm の大型グラ

フィックカードと、高さ最大 16.5cm の CPU クーラー、さらに電源は奥行 20cm の製品に対応しています。ドライブは、3.5 インチ

2 基、そして 2.5 インチ 4 基まで搭載可能です。 

 

■製品画像 
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■製品仕様 

製品名 REV220 

製品型番 SHA-REV220 

JAN コード 4044951029761  

カラー ブラック 

製品寸法 / 重量 (D)480mm x (W)215mm x (H)485mm / 9.0kg 

サイドパネル 強化ガラス 

対応マザーボード ATX / Micro-ATX / Mini-ITX 

5.25 インチベイ － 

3.5 インチベイ 2 

2.5 インチベイ 4 

搭載ファン 
フロント 120mm x 3 

リア RGB LED 120mm x 2 

対応ラジエーター 
フロント 長さ 360mm 

リア 長さ 240mm 

RGB 機能 / コントローラー アドレッサブル対応 / 8 ポート 

対応マザーボード機能 
MSI Mystic Light Sync / ASUS Aura Sync / 

Gigabyte RGB Fusion Ready / ASRock Polychrome SYNC 

外部 I/O ポート USB3.0 x2 / USB2.0 x2 / Audio / Mic 

拡張スロット数 7 

電源 無し / ATX(PS/2)規格電源に対応 

電源ユニット最大奥行き 200mm 

拡張カードスペース制限 323mm ※2 

CPU クーラー高さ制限 165mm 

パッケージサイズ / 重量 (D)550mm x (W)280mm x (H)565mm / 10.5kg 

製品保証 1 年 

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。 

※1：360mm ラジエーター搭載時は、チャンバー内の HDD/SSD 用ケージを

1 カ所外す必要があります。 

※2：Mini-ITX の PCIE 等、PCI-E スロットの位置により拡張カードの長さ制

限は 285mm となります。搭載 VGA は、冷却システムがアクティブクーリン

グファン or 水冷式の製品を推奨します。 

 

■お問合せ 

株式会社ディラック PC 事業部 

電話：03-5298-3880  /  e-mail：information_dirac@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 

mailto:information_dirac@dirac.co.jp
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Magnetic Top Cover Kit は REV200 用の着脱しやすい磁力式のカバーです。このカバーには通気孔がついており、トップパネル下の

熱気を上部に排出できるので、外排気型のグラフィックカードも存分にその性能を発揮できます。磁石着脱式なので、いつでも簡単に

取り外して、トップパネル下のケーブルコンパートメントにアクセスできます。搭載されたダストフィルターはケーブルコンパートメ

ントをほこりや汚れから守り、流水で簡単に洗うことができます。本製品は、REV220 に標準搭載されております。 

■製品名  Magnetic Top Cover Kit (製品型番：SHA-REV-MTCK  JAN: 4044951030125) 

■希望小売価格  800 円（税別） 

■メーカーURL     https://ja.sharkoon.com/product/30125 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sha-rev-mtck/ 

■製品仕様 

製品名 Magnetic Top Cover Kit 

製品型番 SHA-REV-MTCK 

JAN コード 4044951030125  

カラー ブラック 

製品寸法 / 重量 (D)355mm x (W)162mm x (H)5mm / 125g 

マテリアル プラスチック 

互換性 REV200 / REV220 

パッケージサイズ / 重量 (D)400mm x (W)270mm x (H)50mm / 135g（袋入り） 

製品保証 1 年 

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。 

 

■製品画像 

 

https://ja.sharkoon.com/product/30125
http://www.dirac.co.jp/sha-rev-mtck/

