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【 SilverStone 社 フラットケーブルを採⽤した 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源 

”Essential シリーズ”に 750W モデル「SST-ET750-B」を追加 】 

 

株式会社ディラック(本社︓東京千代⽥区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社︓台湾)製 フラットケーブルを採⽤した 80PLUS 

BRONZE 認証、ATX 電源”Essential シリーズ”に 750W モデル「SST-ET750-B」を新たに追加、取り扱いを開始いたします。 

SilverStone は、⾃作 PC の組⽴において、お⼿頃価格の電源を提供する"Essential シリーズ"に 750W の ET750-B を追加ラインナッ

プいたしました。 

ET750-BB は、シングル +12V レールで 80 PLUS Bronze 効率 を有し、24 時間連続稼働、40℃で連続出⼒を提供します。 

さらに、低動作⾳ 120mm ファンと、PC 内部での取り回しが容易なフラットケーブルを採⽤しています。 

Essential シリーズの電源であれば、パワフルなグラフィックスカードを搭載したいユーザーも 8 ピン/ 6 ピン PCI-E コネクタ経由で容

易に電⼒を供給可能です。 

限りある予算内で最も優れたパフォーマンスを求めたいユーザーにおいて、Essential シリーズの ET750-B はコストパフォーマンスに

優れた製品です。 

■製品特徴 

・80 PLUS Bronze 仕様による⾼効率 

・40℃動作温度での連続出⼒ 

・クラスをリードするシングル+12V レール 

・最⼩ 18dBA の低動作⾳ 120mm ファン 

・PCI-E 8 ピンおよび PCI-E 6 ピンコネクタ対応 

・フラットケーブルによる容易な取り回し 

■製品名 ET750-B   (型番︓SST-ET750-B JAN: 4560214567004) 

■希望⼩売価格 SST-ET750-B   12,800 円前後(税抜き) 

■製品 URL        http://www.dirac.co.jp/sst-et750-b/ 

■メーカーURL        http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=783&area=jp  
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■製品仕様 

製品名 ET750-B 

製品型番 SST-ET750-B 

JAN 4560214567004 

80PLUS 認証 80PLUS Bronze 認証 

対応規格 
ATX 

ATX12V v2.4 互換 

ケーブル 
直付け  

フラットケーブル 

製品寸法 (W)  150mm-(H) 86mm-(D) 140mm 

製品重量 1.67Kg 

入力・出力・動作環境 

入力電圧 90V ～ 264Vrms 

入力周波数 47Hz ～ 63Hz 

最大出力(DC) 750W 

負荷範

囲 

電圧 +3.3V +5V +12V1 -12V +5VSB 

最大電流(A) 22A 22A 62A 0.3A 2.5A 

ピーク電流(A) / / / / 3.0A 

最小電流(A) 0A 0A 0A 0A 0A 

レンジ(%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% 

ライン制御(%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 

リップル(mVp-p) 50mA 50mA 120mV 120mV 50mV 

コンバイン 120W 744W - - 

コネクタ数(総数)/本数 

ATX20+4pin 1/1 500mm 

EPS 8pin/ATX12V 4+4pin 1/1 750mm 

PCI-E 8 pin - - 

PCI-E 6+2 pin 4/2 500mm / 150mm x2 

PCI-E 6 pin - - 

SATA 電源コネクタ 6/2 500mm / 150mm / 150mm x2 

ペリフェラル 4pin 3/1 500mm / 150mm / 150mm 

FDD4pin 1/1 ペリフェラル 4pin ケーブル上 

搭載ファン 

タイプ 静音 120mm ファン 

回転数 可変 

ノイズレベル 最小 18dBA 

機能 

PFC アクティブ PFC （PF>0.9、全負荷時） 

効率 80PLUS Bronze  82% ～ 85%/負荷 20% ～ 100% 

保護機能 

過電流保護 (OCP) ○ 

過出力保護(過負荷保護) (OPP) ○ 

過電圧保護 (OVP) ○ 

過熱保護 (OTP) ○ 

過小電圧保護(低電圧保護) (UVP) - 

短絡回路保護 (SCP) ○ 

同梱物 電源本体、電源ケーブル 

パッケージサイズ (W) 300mm – (H) 210mm – (D) 100mm 

総重量 2.4Kg 

製品保証期間 3 年間 

備考 
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 

 

  

 

■お問合せ 

   株式会社ディラック PC 事業部 電話︓03-5298-3880 

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 e-mail までお問い合わせください。 

 


