[release_SHA-TG5 RGB]
【 Sharkoon 社 6 ポート RBG ハブを装備した両⾯強化ガラス搭載
ミドルタワーケース「SHA-TG5 RGB」を取扱開始】

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、以下 Sharkoon 社)製 ATX ミドルタワー
ケース「SHA-TG5 RGB」を取扱開始致します。7 ⽉ 27 ⽇(⾦)より出荷開始します。
Sharkoon TG5 RGB は、同社 TG5 で好評を得たカラフルな LED ファンの発光機能をさらに強化し、最⼤ 1677 万⾊のカラーバリエー
ションを可能にした両⾯強化ガラス搭載ミドルタワーケースです。
TG5 と同様にフロントとサイドには光沢感ある強化ガラスを装備。さらに４基の RGB LED ファンと付属の 6 ポート RGB ハブにより最
⼤ 1677 万⾊の発光バリエーションが可能。12V-G-R-B 端⼦がないマザーボードでも、同梱された⼿動式カラーコントローラを利⽤す
ればイルミネーションの調整（6 ⾊＋⽩⾊のうち 1 ⾊を選択）が可能です。
ケース前⾯側から５インチベイや 3.5 インチ HDD ベイを排除することによって広い内部空間を確保。最⻑ 400mm のハイエンドビデ
オカードも搭載可能です。強化ガラスを通じて内部構造の美しさがより⼀層際⽴つでしょう。
チャンバー構造が採⽤されたボトムエリアは、電源と 3.5″HDD が最⼤ 3 基まで格納が可能なトンネル構造となっております。3.5″
HDD スペースのうち 2 スロットは 2.5″SSD/HDD と排他仕様となっており、2.5″SSD/HDD であれば、マザーボードトレイ裏の搭載ス
ペースとあわせて最⼤ 4 基まで格納が可能です。
他を圧倒する存在感とパワーユーザーも納得の機能性を兼ね備えた Sharkoon TG5 RGB。価値ある⼀品です。
■製品名

TG5 RGB (型番︓SHA-TG5-RGB / JAN: 4044951020607)

■店頭想定売価

12,800 円 (税抜き)

■製品 URL

http://www.dirac.co.jp/sha-tg5-rgb/

■メーカーURL

http://ja.sharkoon.com/product/1723/20607#desc(⽇本語ページ)

■製品概要

・強化ガラスの採⽤による⾼級感あふれる外観
・ブラックシャシーと新型 RGB LED ファンにより最⼤ 1677 万⾊のカラーバリエーションを実現
・ストレージデバイスの下部トンネルに配置による統⼀感あふれる内部レイアウト
・400mm ⻑のハイエンドビデオカードもサポートする広い内部スペース
・フロント/トップ部では⽔冷ラジエーターをサポート
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[強化ガラスの採⽤による⾼級感あふれる外観]
本製品に採⽤された強化ガラスは、光沢感を与えたプラスティック製品と
は異なり、⼀⽬で存在感を感じる素材です。Sharkoon TG5 RGB は、⾼級
感あふれる外観を備えた洗練された PC ケースです。
[ブラックシャシーと新型 RGB LED ファンにより最⼤ 1677 万⾊のカラー
バリエーションを実現]
強化ガラス素材の台頭とともに、ブーム再燃の兆しがある LED 製品。強化
ガラスの透明度を活かし、PC ⾃体の存在感を増したいユーザーにとって
LED 製品は魅⼒的なパーツです。
Sharkoon TG-5 RGB は、製品⾃体を引き締めるブラックシャシーに 4 基
の新型 RGB LED ファンを搭載。付属の RGB ハブは Asus Aura、Gigabyte Fusion、MSI Mystic Light に対応しており、
マザーボードソフトウェアから簡単に操作および同期させることが可能です。さらに 12V-G-R-B コネクタのないマザーボ
ード⽤に⼿動式カラーコントローラも付属しており、6 ⾊＋⽩⾊の 7 ⾊から 1 ⾊を選んで発光させることが可能。これに
より煌びやかな演出効果を楽しめます。

[ストレージデバイスの下部トンネル配置による統⼀感あふれる内部レイアウト]
Sharkoon TG5 RGB においては、ストレージデバイスは
ケースボトム部トンネル内とマザーボードトレイ裏へ配置
されます。
電源ユニットと 3.5 インチ HDD はケース底部にあるトン
ネル内に設置でき、内観を損ないません。専⽤の HDD 取
付フレームを⽤いて、2 基の 3.5 インチ HDD、または 2
基の 2.5 インチ HDD/SSD を取り付けることができます。
この HDD 取付フレームは可動式となっており、ケーブル
マネージメントの⾃由度が⾼く、裏配線を⾏なう際にスペースを有効に活⽤できます。ケース底⾯には 3.5 インチ HDD 1
基分の設置スペースも⽤意されており、取り外しの必要のない HDD を固定することもできます。
マザーボードトレイ裏には 2.5″HDD/SSD ⽤スペースが 2 基⽤意されており、3.5″HDD スペースを流⽤すれば、最⼤ 4
基の 2.5″ストレージを搭載することも可能です。
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[400mm ⻑のハイエンドビデオカードもサポートする広い内部スペ
ース]
内部スペースを広く確保できる Sharkoon TG5 RGB であれば、⻑尺
のハイエンドビデオカードの搭載も容易です。最⼤ 400mm までの拡
張カードをサポートするこのスペースにより、ほぼ全ての市販ビデオ
カードの搭載が可能になっております。

[フロント/トップ部では⽔冷ラジエーターをサポート]
強化ガラス採⽤の PC ケースは、⽔冷ユーザーにもオススメしたい製品です。本格的な⽔冷システムを構築したいユーザー
であれば、透明パイプを⽤いてカラフルな冷却液を循環させたいと考えるでしょう。
そこで、Sharkoon TG5 RGB はフロント/トップにラジエーター互換スペースを⽤意。それぞれ最⼤で 360mm のラジエ
ーターを搭載することが可能です。
■製品画像
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■製品仕様
製品名

TG5-RGB

製品型番

SHA-TG5-RGB

JAN コード

4044951020607

カラー

RGB（RGB FUSION、MYSTIC LIGHT SYNC、AURA SYNC）

製品寸法

(W)220mm x (H)465mm x (D)452mm

製品重量

8.5Kg

材質

ボディ

スチール

ウィンドウパネル

強化ガラス(前面/左側面)

対応マザーボード

ATX / MicroATX

5.25 インチベイ

－

スリム ODD

－

3.5 インチベイ

2.5 インチベイ

搭載ファン

外部

－

内部

1+2 (2 ベイは 2.5″ドライブと排他仕様) ※1

外部

－

内部

2+2 (2 ベイは 3.5″ドライブと排他仕様) ※1

前面

120mm LED ｘ3

背面

120mm LED ｘ1

上面

出荷時

－

120mm ｘ3
120mm ｘ1
オプション
(最大搭載数)

120mm ｘ3 または 140mm ｘ2

側面

－

－

底面

－

－

外部 I/O ポート

USB3.0 ｘ2 /USB2.0 ｘ2/ オーディオ ｘ1/マイク ｘ1

拡張スロット数

7

電源

無し / ATX 規格電源に対応

拡張カードスペース制限

最長 400mm

CPU クーラー制限

167mm

電源ユニット最大奥行き

205mm
フロント：

ラジエーター制限

最大 360mm/厚さ 5.5cm (ラジエーター+ファン)

リア：

－

トップ：

最大 360mm/厚さ 6cm (ラジエーター+ファン)

製品パッケージサイズ・総重量

(W) 255mm x (H) 555mm x (D) 521mm / 約 9.0Kg
※1 組み合わせにより搭載数は変動

備考

■お問合せ

USB 3.0 ポートは、19 ピンメインボードコネクタを介して接続できます
製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

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
※ご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。

