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【Sharkoon 社 ARGB ファン 7 基を標準搭載した画期的なゲーミング PC用ATXケース 

「REV 300」を販売開始 】 

 

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ)製 ATX ケース「REV300」を、2021

年 12 月 24 日（金）より販売開始いたします。 

REV300 は Sharkoon 社の REV シリーズ中、最も大型であり、パフォーマンスを追求した画期的な ATX ケースです。まず目を引くの

がメッシュグリル仕様のフロントパネル裏に搭載された 3 基の 140mm ファンでしょう。さらに背面に 120mm ファン 3 基、トップ

パネル下面に 120mm ファン 1 基が標準搭載されており、これら 7 基の ARGB PWM ファンがエアフローを最適化し、高い性能が求

められるゲーミングシステムにおいてもハードウェアのパフォーマンスを最大限に引き出してくれます。収納スペースも豊富で、最長

345mm までのグラフィックカードや 270mm までの電源ユニットを搭載可能であり、さまざまなストレージドライブ構成に対応し

たマウントオプションも用意されています。強化ガラス製のサイドパネルは背面のヒンジとマグネットで固定されており、内部コンポ

ーネントへのアクセスが容易に行えます。 

REV300 は、パワフルなボディとエレガントなルックスを兼ね備えた、ハードウェアのパフォーマンスを最大限に引き出したいユーザ

ーにおすすめのゲーミングケースといえるでしょう。 

■製品名/型番  REV300 / SHA-REV300 JAN: 4044951032129 

■希望小売価格  19,800円（税込） 

■メーカーURL     https://ja.sharkoon.com/product/404495103212 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sha-rev300/ 

 

■主な製品特徴 

・ARGB ファン 7 基を標準搭載しエアフローを最適化 

・伝統を打ち破る革命的なデザイン 

・マザーボード 90 度倒立構造 

・モンスター級のシステム構成も可能な収納スペース 

・マザーボードや手動制御対応の RGB コントローラー搭載 

 

https://ja.sharkoon.com/product/404495103212
http://www.dirac.co.jp/sha-rev300/
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【 ARGB ファン 7 基を標準搭載しエアフローを最適化】 

高い性能が求められるゲーミングシステムをお使いの方は、適切なエアフローの重要

性を知っています。REV300 には 7 台のファンがあらかじめケースに取り付けられて

おり、ハードウェアの冷却効果を最大限に発揮することができます。メッシュグリル

がフロントパネル全体に施されており、3 台の 140 mm ARGB ファンから導入され

る大量の空気の通り道を確保しています。背面にはさらに 3 台の 120 mm ARGB フ

ァンを搭載。さらにトップパネル下に 120 mm の ARGB ファンを搭載することで、

効率的なエアフローを実現し、フル稼働時においてもシステムの温度を維持します。

水冷化を行う必要がある場合は、REV300 内に 2 つのラジエーターを同時に設置する

ことができます。リアには 360 mm のラジエーターを設置でき、フロントパネルの

背面には 420 mm の巨大なラジエーターを設置するスペースもあります。 

 

【伝統を打ち破る革命的なデザイン】 

REV シリーズは、従来のケースデザインを逆手に取った設計を行っています。

REV300 も例外ではありません。これまでの製品同様、ケースの右側面に搭載され

た強化ガラス製サイドパネルから内部を見ることができ、高性能のゲーミングシス

テムをセットアップの左側に配置したい方に最適です。さらに革新的な点として、

90 度回転させたメインボードを中心にすべてのコンポーネントを搭載しているこ

とが挙げられます。メインボードからのケーブルや接続部は、ケース上部にある専

用ケーブルコンパートメントに収納できます。I/O パネルには、従来の 4 つの USB

接続だけでなく、USB Type-C 接続用ポートも用意しています。 

 

■製品画像 
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■製品仕様 

製品名 REV300 

製品型番 SHA-REV300 

JAN コード 4044951032129 

カラー ブラック 

製品寸法 / 重量 (D)501mm x (W)238mm x (H)550mm / 10.4kg 

サイドパネル 強化ガラス 

対応マザーボード ATX / E-ATX / Micro-ATX / Mini-ITX 

5.25 インチベイ － 

3.5 インチベイ 4 

2.5 インチベイ 5(2 基は 3.5 インチと排他) 

搭載ファン 

フロント 140mm ARGB ファン x 3 

リア 120mm ARGB ファン x 3 

トップ 120mm ARGB ファン x 1 

RGB 機能 / コントローラー 
アドレッサブル対応 / 8 ポート 

手動設定：20 モード 

対応マザーボード機能 
MSI Mystic Light Sync / ASUS Aura Sync / 

Gigabyte RGB Fusion Ready / ASRock Polychrome SYNC 

外部 I/O ポート USB Type C x1 / USB3.0 x2 / USB2.0 x2 / Audio / Mic 

拡張スロット数 8 

電源 無し / ATX(PS/2)規格電源に対応 

電源ユニット最大奥行き 270mm 

拡張カードスペース制限 345mm / 333mm ※1 

CPU クーラー高さ制限 177mm 

ファン搭載ラジエーター高さ最大（フロント） 74mm / 57mm ※2 

ファン搭載ラジエーター高さ最大（リア） 65mm 

パッケージサイズ / 重量 (D)600mm x (W)317mm x (H)575mm / 11.95kg 

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。 

※1：ANGLED GRAPHICS CARD KIT（別売り）を使用した場合 

※2：420mm のラジエーターを別途使用した場合 

 

■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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【Sharkoon 社 「REV300」にグラフィックカードを縦置きできる専用グラフィックカード取付キット 

「ANGLED GRAPHICS CARD KIT」を販売開始 】 

「ANGLED GRAPHICS CARD KIT」は「REV300」にグラフィックカードを縦置きするための専用オプションです。グラフィックカ

ードを縦置きすることによって PC ケース内のエアフローを向上させるだけでなく、イルミネーション機能を備えたグラフィックカー

ドをお使いの場合、よりきらびやかなイルミネーション効果をお楽しみいただけます。キットはグラフィックカードホルダー、ライザ

ーケーブル、取付スクリューで構成されており、「REV300」のマザーボードトレイに簡単に取り付けることができます。 

■製品名  ANGLED GRAPHICS CARD KIT 

■製品型番/JANコード SHA-ANGLED GRAPHICS CARD KIT  JAN: 4044951032419 

■希望小売価格  5,280 円（税込） 

■メーカーURL     https://ja.sharkoon.com/product/32419 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sha-rev300/ 

 

 

 

■製品仕様 

製品名 ANGLED GRAPHICS CARD KIT 

製品型番 SHA-ANGLED GRAPHICS CARD KIT 

JAN コード 4044951032419 

材質 メタル 

PCIe 対応 PCIe 3.0 

PCIe スロット互換性 x16 

最大データ転送速度 126.1 Gbit/s 

パッケージ内容 

グラフィックカードホルダー 

PCIe 3.0 x16 ライザーケーブル（ケーブル長 230mm） 

取付スクリュー 

パッケージサイズ / 重量 (D)175mm x (W)232mm x (H)163mm / 512g 

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。 

 

■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 

https://ja.sharkoon.com/product/32419
http://www.dirac.co.jp/sha-rev300/
mailto:information_dirac@dirac.co.jp

