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【 SilverStone 社 Primera シリーズ「SST-PM02」を発売】 

 

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 Primera シリーズに属する ATX タワー

PC ケース「SST-PM02-G」を 2018 年 1 ⽉ 24 ⽇(⽔)に発売いたします。 

SilverStone は PC ケース設計にトレンドを決める美意識、さらに⼀連の⾼性能を実現する使命をさらに進め、Primera PM02 タワーケ

ースを開発いたしました。 

フロント USB Type-C コネクタ、電源/ドライブカバー、便利な⼯具不要ドライブトレイ、スマートな後部ケーブル取り回し設計など、

多くの最新機能を備えています。また、PM02 には⼀般的な主要コンポーネントをインストールするフレキシブルな空間が備わるのみな

らず、各種放熱ソリューションにも対応します。ケース各所に計 6 基の 120 / 140mm ファンスロットを備え、また最⼤ 360mm のラ

ジエターに対応します。SilverStone の伝統に違わず、PM02 にも着脱可能フィルターおよび正圧設計が採⽤され、優れた防塵性能を備

えています。 

優れた放熱性能と共に⾒映えと個性的なカスタマイズが可能なケースをお探しの皆様にとって、PM02 がその答えです︕ 

 

■製品名   PM02B-G (カラー︓ブラック/レッド LED 型番︓SST-PM02B-G     JAN: 4560214566762) 

   PM02W-G (カラー︓ホワイト/ブルーLED 型番︓SST-PM02W-G    JAN: 4560214566779) 

■希望⼩売価格  18,980 円 (税抜き) 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/sst-pm02/ 

■メーカーURL  http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=773 

■製品概要 ・側⾯には全⾯にわたる強化ガラスパネルを採⽤ 

・トップ設置 USB 3.1 Gen 1 Type-C ポートを装備 

・PSU とドライブベイカバーにより統⼀感ある内⾯の⾒映え 

・着脱可能フィルターおよび正圧設計による防塵効果 

・最⼤ 16.3 インチ (415mm) のグラフィックカードをサポート 

・ロゴ投影ライティング機能付のクラシックなフロントパネル設計 

・140mm PWM ファン 4 基付属 
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【ロゴ投影ライティング機能付のクラシックなフロントパネル設計】 

フロントパネルは堅牢な⾦属製となっており、重厚感をもちつつもクラシックなデザインが柔和

な印象を与えます。フロントパネル底部には LED ライティング機能が備わっており、

SilverStone 社のロゴ投影が可能です。  

 

【側⾯には全⾯にわたる強化ガラスパネルを採⽤】 

左側⾯パネルは、全⾯にわたる強化ガラスパネルを採⽤しています。透明アクリルパネルとは異な

り、PC ケースに⾼級感あるたたずまいを提供します。 

 

 

【トップ設置 USB 3.1 Gen 1 Type-C ポートを装備】 

ガラスパネルを⽤いた PC ケースでは、その内部を鑑賞する意味合いもあります。そこで、

RL07-G には、電源/ドライブベイのボトム配置に加え、⽬隠し⽤フードを採⽤。統⼀感ある⾒

栄えとなるよう配慮しています。 

 

 

【 PSU とドライブベイカバーにより統⼀感ある内⾯の⾒映え】 

ガラスパネルを⽤いた PC ケースでは、その内部を鑑賞する意味合いもあります。そこで、PM02

には、電源/ドライブベイのボトム配置に加え、⽬隠し⽤のベイカバーを採⽤。統⼀感ある⾒栄え

となるよう配慮しています。 

 

【豊富なドライブベイ】 

PM02 では、ストレージ環境も妥協していません。ボトム配置の 3.5″HDD

ベイが 3 つ、そしてマザーボードベース背⾯には 2.5″SSD/HDD ベイが 3

つ備わっており、計 6 台までのストレージをサポートします。また、3.5″

HDD ベイは 2.5″ストレージとも互換があり、SSD を⽤いた⾼速なシステ

ムを構築することも可能です。これらのベイはツールレス設計となってお

り、ドライバ不要で組み込むことが可能です。 
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■製品仕様 

製品名 PM02B-G PM02W-G 

製品型番 SST-PM02B-G SST-PM02W-G 

JAN コード 4560214566762 4560214566779 

カラー ブラック/レッド LED ホワイト/ブルーLED 

製品寸法/重量 (W) 220mm × (H) 491mm × (D) 456mm / 8.82Kg 

材質 
ボディ スチール製フロントパネル、スチール製ボディー 

ウィンドウパネル 強化ガラス側面パネル 

対応マザーボード ATX (最大 12″ x 11″) , Micro-ATX 

5.25 インチベイ － 

3.5 インチベイ 内部 3 (2.5″互換) 

2.5 インチベイ 内部 3 

搭載ファン 

前面 

出荷時 

140mm PWM ×3 
オプション 

(最大搭載数) 

120mm / 140mm ×3 

背面 140mm PWM ×1 120mm / 140mm ×1 

上面 － 120mm / 140mm ×2 

外部 I/O ポート USB3.0 (Type-A) ×3 / USB3.1 Type-C ×2 / Audio / Mic 

拡張スロット数 7 

電源 無し / ATX(PS/2)規格電源に対応 

拡張カードスペース制限 415mm × 174mm のグラフィックカードまで対応 

CPU クーラー制限 167mm 

電源ユニット最大奥行き 190mm 

ラジエーター制限 

フロント： 120mm × 1 、240mm / 280mm / 360mm × 1 

リア： 120mm / 140mm × 1 

トップ： 120mm × 1 ; 240mm / 280mm × 2 

ボトム： － 

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 
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■お問い合せ 

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。 

 


