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【 SSUPD 社デザイン・冷却性・構築性に優れた mini-ITX ケース「MESHLICIOUS」を販売開始】 

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sunnysideup LLC (本社：台湾)製、デザイン・冷却性・構築性に優れた mini-ITX

ケース「MESHLICIOUS」を、2021 年 5 月 19 日(水)より販売開始いたします。 

「MESHLICIOUS」とは、「MESH」と「Delicious」を組み合わせた造語で、無数のメッシュを正面、上面、左右パネルに直径

1.5mm の穴を、ピッチ幅 2.3ｍｍの間隔で無数にあけております。通気性のあるメッシュパネルは十分なエアフローを確保し、

口の中が潤うような、空気の流れとミントのような冷気を実現しております。コンパクトなケースは一般的にケース内が狭く機器

の積み付けが煩雑ですが、「MESHLICIOUS」はわずか６つの簡単なステップで容易に組み立てができます。また、拡張性にも優れ

ており ATX 電源が搭載でき、長さ 334mm の VGA に対応しております。デバイスも VGA サイズによりますが、最大 3.5 インチ

デバイスを 2 基、2.5 インチデバイスを 3 基の搭載が可能です。 

この「MESHLICIOUS」は、ビギナーからエンスージアストまで、自分好みのコンパクト PC を作りたいという自作ユーザーにと

って至高のケースと言えるでしょう。 

■製品名 / 製品型番 

MESHLICIOUS BLACK / SSU-MESHLI-BK-FM （JAN: 4718466010049) 

MESHLICIOUS WHITE / SSU-MESHLI-WT-FM（JAN: 4718466010056) 

■店頭想定売価  16,500 円前後（税抜き） 

■製品 URL     https://www.dirac.co.jp/meshlicious/ 

■メーカーURL     https://ssupd.com/products/meshlicious/ 

■製品特徴 

・mini-ITX フォームファクタに対応 

・通気性の良いメッシュパネルを採用 

・14.6 リットルサイズのコンパクト設計 

・６つの簡単なステップで容易に組み立てが可能 

・ATX 電源が搭載可能 

・最大 3.5 インチドライブを 2 基、2.5 インチドライブを 3 基搭載できる拡張性(VGA サイズによって異なります) 

・L 字型 HDMI ケーブルが付属 

 

 

https://www.dirac.co.jp/meshlicious/
https://ssupd.com/products/meshlicious/
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【最大 280ｍｍのラジエーターをサポート】 

コンパクトケースは、大きな AIO 水冷クーラーが搭載できない製

品が多いですが、MESHLICIOUS は AIO 水冷クーラーに最適化

し、280mm までの幅広いラジエーターに対応します。 

 

 

 

 

【最大 4 スロットに対応し、長大な VGA をサポート】 

マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えております。よって、CPU スペースと VGA スペースを分割し、 

最大 4 スロット分の厚さの VGA を搭載することが可能です。 

VGA ブラケットは垂直方向に調整可能であり、VGA に接続するケーブルの設置場所の調整できます。 

【ATX および SFX 電源をサポート】 

ATX と SFX の両方の電源が搭載可能です。MESHLICIOUS は、ATX 構成 PC から移行が簡単かつ必要最低限になります。 

新しい電源を購入する必要はございません。 

 

     SFX 電源搭載時        ATX 電源搭載時 

 

 

 

 

 

 

 

【最大 2 基の HDD と 3 基の SSD をサポートするストレージドライブ】 

コンパクトサイズにもかかわらず、MESHLICIOUS は最大 2 基の 3.5 インチハード

ドライブまたは 4 基の 2.5 インチハードドライブをできます。 

（VGA サイズによって異なります）。 
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■製品仕様 

製品名 MESHLICIOUS BLACK MESHLICIOUS WHITE 

製品型番 SSU-MESHLI-BK-FM SSU-MESHLI-WT-FM 

JAN コード 4718466010049  4718466010056  

カラー ブラック ホワイト 

製品寸法 (W)166.4mm × (H)360mm × (D)245mm 

 重量 3.7kg 

材質 スチール 

対応マザーボード Mini-ITX 

5.25 インチベイ － 

3.5 インチベイ 2(2.5 インチデバイスとの排他になります) 

2.5 インチベイ 3 or 7(VGA サイズによります) 

搭載ファン 

前面 - 

背面 - 

上面 - 

内部 - 

搭載ファン 

オプション 

(最大数) 

前面 120mm x2 / 140mm x2 

背面 - 

上面 - 

内部 - 

ラジエーター 

サイズ 
前面 120 / 140 / 240 / 280 mm  

外部 I/O ポート USB 3.0 x 1、Type-C 3.1 Gen 2 x 1 

拡張スロット数 3(スモールフォーム VGA の場合) / 4(フルフォーム VGA の場合) 

対応電源 ATX、SFX-L、SFX 

電源サイズ 奥行 160mm(ファンのみ搭載時) / 170mm(ラジエーター搭載時)まで 

拡張カードスペース制限 
スモールファーム VGA の場合：長さ 211mm まで 

フルファーム VGA の場合：長さ 334ｍｍ、高さ 155mm まで 

CPU クーラー制限 
3 スロット時：高さ 73mm まで 

4 スロット時：高さ 53mm まで 

製品保証 1 年 

パッケージサイズ (W)220mm × (H)410mm × (D)300mm 

パッケージ重量 4.2kg 

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。 

 

 



[release_ MESHLICIOUS] 
 

■製品画像 

BLACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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

