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【Sharkoon 社 アドレッサブル RGB ファン 4 基搭載のスマートデザインな 

ミドルタワー「TG5 Pro RGB」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 ファン 4 基搭

載のスマートデザインのミドルタワーケース「TG5 Pro RGB(型番：SHA-TG5 pro RGB)」を、2020 年 8 月 25 日(金)より販売開始

いたします。 

TG5 pro RGB は大好評を得た TG5 を更に発展させた Sharkoon の最新 ATX ミドルタワーケースです。イルミネーション付きフロン

トパネルの印象的なデザインは元のケースから受け継ぎながら、Sharkoon の最新モデルに相応しい制御オプションとパーツ搭載オプ

ションが新たに加えられました。全面強化ガラス製のサイドパネルは、ケース内部に搭載されるハードウェアへと目を引きつけ、同時

にケーブルや電源、データドライブをさりげなく隠してくれます。アドレス指定可能な 4 つの 120 mm RGB LED ファンが標準搭載

され、パーツを冷やすエアフローだけでなく目を奪うイルミネーションも生み出します。フロント側の 3 つのファンのトレーは着脱式

になっているため、水冷式のシステムも難なく搭載できます。 

TG5 pro RGB は、スマートなケースデザインを求めイルミネーションで輝くケースをお探しの方にお勧めの 1 台となるでしょう。 

■製品名  TG5 pro RGB (製品型番：SHA-TG5 pro RGB  JAN: 4044951029105) 

■希望小売価格  11,800 円（税別） 

■メーカーURL     https://ja.sharkoon.com/product/28160 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sha-tg5-pro-rgb/ 

 

■主な製品特徴 

・RGB イルミネーションで輝くフロントパネル 

・スマートなケースデザイン 

・隅々まで見渡せるフレーム設計 

・優れた拡張性の大容量スペース 

 

https://ja.sharkoon.com/product/28160
http://www.dirac.co.jp/sha-tg5-pro-rgb/
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【革新的なケースデザイン RGB イルミネーションで輝くフロントパネル】 

TG5 pro RGB はアドレス指定可能な 120 mm RGB ファンをフロントパネルのほぼ全面を光らせ、他のケースでは見られない輝きを

与えます。ケース背面にもファンが 1 つ標準搭載され、ケース内に光を投げかけます。マザーボード各社の ARGB コントロールに対

応しており任意に LED 制御ができます。また、コントロール機能がないマザーボードでも ARGB コントローラーが内蔵しているた

め、20 種類ものイルミネーションをマニュアル制御できます。 

【スマートなケースデザイン】 

TG5 Pro RGB は使いやすさと組み立てやすさも考慮されています。サイドパネルとフロントパネルは簡単かつ素早く取り外せ、楽々

とパーツを組み込めます。4 つの 120 mm ファンはエアフローを絶やしません。最大限に吸気できるように、3 つのファンはフロン

トパネルのすぐ裏、ケース本体に半ば入り込むように設置されています。ファントレーは着脱式なので、最長で 360 mm のラジエー

ターを搭載するスペースを用意できます。 

【隅々まで見渡せるフレーム設計】 

ケース内部をほとんど隅々まで見られるようになっており、ガラス製のフロントパネルからファンのイルミネーションを楽しめるだけ

でなく、強化ガラス製のサイドパネルを通して、ケース内に搭載されたパーツの姿も鑑賞できます。また、ケースの美観を損なわない

様にサイドパネル上のネジを見えないよう設計しております。 

【優れた拡張性の大容量スペース】 

TG5 pro RGB は、長さ最大 40cm の大型グラフィックカードと、高さ最大 16.7cm の CPU クーラー、さらに電源は奥行 20.5cm の

製品に対応しています。ドライブは、3.5 インチ 3 基、そして 2.5 インチ 4 基まで搭載可能です。よって、ほとんどのユーザーのニ

ーズに補う拡張性を備えております。 

■製品画像 
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■製品仕様 

製品名 TG5 Pro RGB 

製品型番 SHA-TG5 Pro RGB 

JAN コード 4044951029105  

カラー ブラック 

製品寸法 / 重量 (D)452mm x (W)215mm x (H)465mm / 8.5kg 

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 3 

2.5 インチベイ 4 

搭載ファン 
フロント RGB LED 120mm x 3 

リア RGB LED 120mm x 1 

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 205mm 

拡張カードスペース制限 400mm 

CPU クーラー高さ制限 167mm 

パッケージサイズ / 重量  (W) 300mm x (H) 575mm x (D) 535mm / 約 9.9Kg 

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

