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【 SilverStone 社 AMD Ryzen Threadripper に対応した ARGB ファン搭載液冷ユニット「IceGem」

シリーズの 3 製品を発売開始  】 

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 アドレッサブル RGB LED ファ

ン搭載の簡易液冷クーラー「IceGem」シリーズの 3 モデルを、2020 年 11 月 10 日(火)に発売開始いたします。 

「IceGem」シリーズは、パワーユーザー向けのオールインワン(AIO)タイプの簡易型液冷クーラーです。大きな特徴として AMD 

Ryzen Threadripper CPU に対応しており、ワイドなウォーターブロックとラジエーター部の 11 ブレード高圧ファンによって各

コアを直接的に冷却します。ポンプモーターには 3 相 6 極設計を採用し、静音動作を実現しました。ウォーターブロック上面には

ダイヤモンドカットデザインを採用。内蔵 PWM ファンとともにアドレッサブル RGB によるイルミネーションをお楽しみいただけ

ます。 

強力な冷却機能と静音、さらにケースをきらびやかに彩るイルミネーション。「IceGem」シリーズは、全てに妥協なく高いレベ

ルを求めるユーザーに是非おすすめしたい製品です。 

 

■製品名  IceGem 240P （製品型番：SST-IG240P-ARGB JAN: 4571388272489) 

■希望小売価格  20,000 円（税抜き） 

■メーカーURL  https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=949&area=jp 

 

■製品名  IceGem 280 （製品型番：SST-IG280-ARGB JAN: 4571388272496) 

■希望小売価格  22,000 円（税抜き） 

■メーカーURL  https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=950&area=jp 

 

■製品名  IceGem 360 （製品型番：SST-IG360-ARGB JAN: 4571388272502) 

■希望小売価格  25,000 円（税抜き） 

■メーカーURL  https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=951&area=jp 

 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sst-ig240p-argb-ig280-argb-ig360-argb/ 

■主な製品特徴 

・AMD Ryzen Threadripper CPU に対応 

・ケース環境に応じたラジエーターサイズ 240/280/360mm の 3 製品を用意 

・３相６極設計ポンプモーターによりスムーズな静音動作を実現 

・ウォーターブロック上面にダイヤモンドカットデザインを採用 

https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=949&area=jp
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=950&area=jp
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=951&area=jp
http://www.dirac.co.jp/sst-ig240p-argb-ig280-argb-ig360-argb/
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・ウォーターブロックおよびファンにアドレッサブル RGB ライティング内蔵 

・10 組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブル RGB コントローラ付属 

・ASUS / ASRock / GIGABYTE / MSI / BIOSTAR のアドレッサブル RGB SYNC に対応 

・Intel 115X/1366/2011/2066 および AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 ソケットと互換性あり 

 

【ウォーターブロック上部にダイヤモンドカットデザインを採用】 

ウォーターブロック部分にダイヤモンドカットしたアクリルをはめ込み、その下部にアドレ

ッサブル RGB LED を設置しております。電源を入れると妖しくひかり、煌びやかな照明を

演出します。 

 

 

 

 

 

【AMD Ryzen Threadripper CPU に対応】 

ワイドなウォーターブロック底面が AMD Ryzen 

Threadripper CPU を完全に覆い、各コアに直接的

な冷却効果を与えます。 

また Intel LGA シリーズや AMD Socket AM4 など

多くのソケットにも対応しています。 

 

 

【ケース環境に応じたラジエーターサイズ 240/280/360mm の 3 製品を用意】 

ケース環境に応じて 240mm、280mm、

360mm の３製品がラインナップされてお

り、お使いのケースに適したクーラーをお

選びいただけます。いずれもウォーターブ

ロック上面にダイヤモンドカットが施され

ており、ラジエーターファンとともに鮮や

かな ARGB イルミネーションでケースをき

らびやかに彩ります。 

 

【３相６極設計ポンプモーターによりスムーズな静音動作を実現】 

ポンプモーターには３相６極設計を採用。多くの単相４極設計のものより

スムーズであり、動作音も静かです。またエネルギー効率も向上していま

す。 
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■製品仕様 

製品名 IceGem240P IceGem280 IceGem360 

製品型番 SST-IG240P-ARGB SST-IG280-ARGB SST-IG360-ARGB 

JAN コード 4571388271017  4571388271024  4571388271031  

液冷ブロック 
サイズ (W) 76mm x (D) 76mm x (H) 66mm 

材質 銅製ベース、プラスティックボディー 

ラジエーター 
寸法 

(W)120mm x (D)274mm x 

(H)38mm 

(W)120mm x (D)272mm x 

(H)28mm 

(W)120mm x (D)394mm x 

(H)28mm 

材質 アルミニウム 

ポンプ 

モーター

速度 
3000±10%RPM 

定格電圧 12V 

定格電流 0.42A 

ファン 

サイズ (W) 120mm x (D) 120mm x (H) 25mm 

回転数 600～2200rpm 

流量 93.4CFM 

静圧 3.18mm/H2O 

ノイズレ

ベル 
7.3～36.6dBA  

定格電圧 12V 

コネクタ 4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED) 

チューブ 
長さ 400mm 

材質 ゴム 

対応ソケット 
Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066 

AMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 

パッケージサイズ / 重量 
(W)136 x (D)204 x 

(H)323mm / 2400g 

(W)173 x (D)181 x 

(H)369mm / 2400g 

(W)135 x (D)205 x 

(H)447mm / 2600g 

製品保証 1 年 

備考 

接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、 

各製品の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。 

間違った接続は故障や損傷の原因となります。 

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
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■製品画像（IceGem240P-ARGB） 

 

■製品画像（IceGem280-ARGB） 

 

 

 

■製品画像（IceGem360-ARGB） 

 

■製品画像（共通部分） 


