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【 Dan Cases 社 7.2L という究極の⼩型 Mini-ITX ケース「A4-SFX v2」取り扱い開始 】 

 

株式会社ディラック(本社︓東京千代⽥区)は、Dan Cases 社(本社︓ドイツ)Mini-ITX 対応ケース「A4-SFX v2」を取り扱い開始しま

す。2018 年 1 ⽉ 15 ⽇より順次出荷開始致します。※１ 

Dan Cases A4-SFX v2 は、クラウドファンディングにて発売された製品です。そのコンセプトはフルサイズの VGA カードをサポー

トしつつも究極のコンパクトさ求めた Mini-ITX 規格対応のハイエンド PC ケース製品で、通常の PC ケースとは違いケースの真ん中を

区切り、ライザーカードを⽤いることで、マザーボード＋電源のスペースと⼤型 VGA のスペースを分け、7.2L という極⼩のサイズに

納めることに成功しました。今回はそのケースの第 2 世代モデルを取り扱い開始いたします。 

また、A4-SFX v2 ⽤のオプションとしてアクリルウィンドウパネルの左右両⾯セットをご⽤意。アクリル部分に Dan Cases のロゴの 

「Dan」の字の形にくり抜かれており、通気⼝としてだけではなく、外観をも映える演出になっております。 

Dan Cases A4-SFX v2 はハイエンドなシステムにしたいができる限り⼩型な PC を求める⽅に最適なケースと⾔えるでしょう。 

 

■製品名 A4-SFX v2 Black  (JAN: 4560214535584) 

  A4-SFX v2 Silver  (JAN: 4560214535591) 

  A4-SFX Window Kit Black (JAN: 4560214535607) 

  A4-SFX Window Kit Silver (JAN: 4560214535614) 

■希望⼩売売価 A4-SFX v2 Black  35,980 円 (税抜き) 

A4-SFX v2 Silver  35,980 円 (税抜き) 

A4-SFX Window Kit Black 11,980 円 (税抜き) 

A4-SFX Window Kit Silver 11,980 円 (税抜き) 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/a4-sfx-v2/ 

https://www.dan‐cases.com/dana4.php 
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■製品概要 

・7.2L という極⼩サイズの Mini-ITX PC ケース 

・295mm までのフルサイズ VGA カードをサポート 

・⾼品質な 3M 製ライザーカードを採⽤ 

・オプションとして両⾯アクリルサイドパネルを同時発売 

【7.2L という極⼩サイズの Mini-ITX PC ケース】 

「A4-SFX v2」は、⼤型 VGA をサポートしつつも究極の⼩ささを求めて造

られた製品です。ケースの中⼼部分に区切り、半分はマザーボードと電源

に、その逆側は⼤型 VGA にと、スペース分けることで 7.2L という極⼩のサ

イズを⼿に⼊れました。 

7.2L という容量ながらも電源は SFX よりも少し⻑い SFX-L 電源もサポート

し、VGA は最⼤ 295mm もの⻑さまでサポートするなど、妥協しないスペッ

クが伺えます。 

【295mm までのフルサイズ VGA カードをサポート】 

従来⼩型ケースでは VGA カードの⻑さに制限のあるケースが多かったです

が、「A4-SFX v2」では GeForce GTX 1080 Ti などの nVIDIA のリファレ

ンスカードの⻑さである約 270mm をも超える 295mm までのカードをサポ

ート。また側⾯パネルにはパンチングによる通気も⼗分であり、冷却も問題

ありません。 

【⾼品質な 3M 社製ライザーカードを採⽤】 

「A4-SFX v2」はその構造上、マザーボードと VGA をつなぐ部分にフレキ

シブルなライザーケーブルを使⽤しています。 

PCI-Express 3.0 x16 バスという⾮常に⾼速なバスなため、そのケーブルの

品質が重要になりますが、Dan Cases ではこのライザーケーブルに 3M 社の

ものを採⽤しました。 

【オプションとして両⾯アクリルサイドパネルが同時発売】 

今回発売する「A4-SFX v2」⽤にユーザーから声の多かったウィンドウパネ

ルキットを同時に発売いたします。 

VGA 側だけでなく、マザーボードと電源側の両サイドのパネルがキットにな

っております。 

中⼼部分は「Dan」字にくり抜かれており通気も問題ありません。 
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※1 出荷時期に関してのお知らせ 

A4-SFX v2 はクラウドファンディングを活⽤して開発された製品です。このため⼊⼿等に関しましてはご参加いただいたバッカーズ

（開発に賛同して資⾦的な協⼒をいただいた皆様）を最優先に考えます。そして今回、A4-SFX v2 の発売に際してバッカーズ優先の

原則に従い、発売⽇をメーカー指定の 2018 年 1 ⽉ 15 ⽇と致しました。クラウドファンディングの趣旨に基づくこととして、皆様の

ご協⼒をなにとぞよろしくお願いいたします。 

 

■製品画像 

   

   

   

 

 

 



[release_Dan_Cases_A4-SFX_v2]   
 
■製品仕様 

製品名 A4-SFX v2 

製品型番 A4-SFX v2 Black A4-SFX v2 Silver 

JAN コード 4560214535584 4560214535591 

カラー 外部ブラック/内部ブラック 外部シルバー/内部ブラック 

製品寸法 (W)112mm × (H)200mm × (D)317mm 

製品重量 1.25Kg 

材質 ボディ 1.5mm 厚アルミニウム 

対応マザーボード Mini-ITX 

3.5 インチベイ - 

2.5 インチベイ 3 

搭載ファン 内部 出荷時 - 
オプション 

(最大搭載数) 

92mm ×1 
(2.5 インチドライブベイ

と排他仕様)※1,2 

外部 I/O ポート USB3.0 ×1 

拡張スロット数 2 

電源 無し / SFX/SFX-L PSU 規格電源に対応 

拡張カードスペース制限 2Slot 仕様、(L)295mm x (H)144mm x (D)40mm までの VGA に対応 

CPU クーラー制限 (H)48mm (Window Kit 着用時には 54.5mm)まで 

電源ユニット最大奥行き SFX and SFX-L 

メモリの高さ (H)52mm(Window Kit 着用時には 58.5mm)まで  

製品保証 1 年 

製品名 A4-SFX Window Kit 

製品型番 A4-SFX Window Kit Black A4-SFX Window Kit Silver 

JAN コード 4560214535607 4560214535614 

材質 アルミニウム / アクリル 

製品保証 1 年 

備考 

※1 2.5”HDD x2 ドライブトレイを取り外すことで、92mm の冷却ファンが取り付け可能です。 

※2 92mm の一体型水冷キットをサポート 

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 

その他お問い合わせ e-mail︓info@dirac.co.jp  

不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください 


