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【Sharkoon 社 フロントとサイドを RGB ラインで繋ぐ新ミドルタワー「RGB FLOW」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 アドレッサブル RGB ストリップを

ケースフロントとサイドに搭載したミドルタワーケース「SHA-RGB FLOW」を、2019 年 12 月 12 日(木)より販売いたします。 

Sharkoon RGB FLOW は、強化ガラス製のサイドパネルや直線形のブラックの筐体を採用した、エレガントなミドルタワーケースで

す。ミニマリズムを追求した設計と、ケースのフロントパネルからサイドにかけて流れる様に光る 2 本のストリップによるイルミネー

ションは、搭載したハードウェアに趣あるたたずまいを生み出します。 

また、奥行を 42.4cm に抑えながらも最大 6 基のファンや 2 基の水冷ユニット、最大 8 基の HDD / SSD を搭載可能です。本製品

は、デザインとコンパクト、そして拡張性を兼ね備える PC ケースを求める方に向けた理想の 1 台と言えるでしょう。 

■製品名  RGB FLOW(製品型番：SHA- RGB FLOW  JAN: 4044951028146) 

■希望小売価格  8,000 円（税別） 

■メーカーURL     https://ja.sharkoon.com/product/28146 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/rgb-flow/ 

 

■主な製品特徴 

・2 本のストリップによる流れる様なイルミネーションデザイン 

・フロント下部の吸気ファンによる最適なエアフロー 

・マザーボードや手動制御対応のカラーコントローラー搭載 

・3.5 インチ x2 / 2.5 インチ x6 のドライブを搭載可能 

・奥行を 42.4cm に抑え机の下などへの収納が容易なコンパクト設計 

 

【2 本のストリップによる流れる様なイルミネーションデザイン】 

RGB FLOW は、フロントパネルとサイドパネルをつなぐ 2 本アドレッサブル

RGB 対応の LED ストリップにより視覚効果を演出します。ストリップは 2 本で

すがデイジーチェーン接続により、RGB コントローラーの使用ポートは 1 つに抑

えられています。 

https://ja.sharkoon.com/product/28146
http://www.dirac.co.jp/rgb-flow/
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【マザーボードや手動制御対応のカラーコントローラー搭載】 

ケースの裏側には、4 ポート対応（ストリップで 1 ポート使用）の RGB コン

トローラーを搭載し、アドレッサブル RGB を制御します。コントローラーは

5V-D-G / 5V-D-Coded-G の両ヘッダ対応のため、ASUS / ASRock / MSI / 

GIGABYTE のマザーボードに接続可能です。 

また、アドレッサブル RGB 非対応マザーボー

ドを使用の場合でも、リセットボタンを RGB

切り替えスイッチに割り当て、イルミネーショ

ン機能を操作できます。 

 

【奥行を42.4cm に抑え机の下などへの収納が容易なコンパクト設計】 

RGB FLOW は奥行きを 42.4cm に抑えることで、机の下に設置しやすいだけでなく、机

の上に置いた場合も、背面の USB 端子などにアクセスしやすくなっています。設計はコ

ンパクトですが拡張性に妥協はなく、35cm のビデオカード、3.5 インチ HDD x2 / 2.5

インチ HDD/SSD x6 を搭載可能です。 

■製品画像 
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■製品仕様 

製品名 RGB FLOW 

製品型番 SHA-RGB FLOW 

JAN コード 4044951028146 

カラー ブラック 

製品寸法 / 重量 (D)424mm x (W)206mm x (H)481mm / 6.0kg 

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 6 

ファン構成 

フロント 120mm x 1（標準搭載） / 120mm x2（オプション） 

リア 120mm x1（オプション） 

トップ 120mm x2 / 140mm x2（オプション） 

サイド － 

対応 

ラジエーター 

フロント 最大 360mm（ファン含む厚さ 64mm まで） 

リア － 

トップ 最大 280mm（ファン含む厚さ 55mm まで） 

サイド － 

搭載ストリップ 2（アドレッサブル RGB 対応） 

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

ASRock Polychrome Sync / Gigabyte RGB Fusion Ready 

外部 I/O ポート USB3.0 ×2 / USB2.0 x1 / 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 215mm 

拡張カードスペース制限 350mm 

CPU クーラー高さ制限 157mm 

パッケージサイズ / 重量 (D)530mm x (W)250mm x (H)490mm / 6.88kg 

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。 

 

■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

