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【 Lian Li 社 80PLUS GOLD 認証一部アルミニウム面板を採用した 

フルモジュラーSFX 電源「SP750」を発売開始】 

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Lian Li Industrial Co., Ltd.(本社：台湾)製 80PLUS GOLD 認証フルモジュラーSFX 電

源「SP750」（製品型番：SP750）を、2021 年 7 月 16 日（金）に販売開始します。 

「SP750」は、フルモジュラー設計を採用した SFX 電源です。小型ながら 750W の最大出力を持ち、ハイクラス GPU など電力消費が

高いペリフェラルにも安定した電力供給が可能です。さらにフルモジュラーケーブルの採用により、ケーブルの取り回しが容易に行える

ほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力でしょう。搭載された PWM 冷却ファンは出力

40%（300W）以下は無回転で、300W を超えると負荷に応じて回転数を制御するようになっており、静音性についても十分に配慮さ

れています。 

本製品は、アルミニウム面板やスリーブケーブを採用するなどし、Lian Li 社の魅せる部分でのこだわりを表した電源であり、それらを

求めるユーザーにとって最良の SFX 電源となるでしょう。 

■製品名/製品型番 SP750  (JAN: 4718466010612) 

■希望小売価格  14,990 円 (税込) 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sp750/ 

■メーカーURL  https://www.lian-li.com/sp750/ 

■製品概要 

・電源正面部はアルミニウムプレートを装着 

・SFX 規格採用 大容量 750W 

・高効率 80PLUS GOLD 認証 

・フルプラグインコネクタ採用 

・ATX24PIN、EPS、PCIe ケーブルは柔らかいスリーブケーブル 

・低負荷時は冷却ファンを停止させることで静音性が向上 

・日本製コンデンサ採用による高い信頼性 

http://www.dirac.co.jp/sp750/
https://www.lian-li.com/sp750/
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【SFX 規格採用 大容量 750W】 

ATX 電源と比較して小型・軽量な SFX 電源でありながら、最大出力 750W のハイ

パワーを実現。コンパクトな PC ケースにおいても、ハイクラス GPU などをお使い

いただけます。外観は取り付け時に正面になる面にアルミニウム板を取り付け Lian 

Li 社製 PC ケースのビジュアルアイデンティティと品質を継承しつつ、洗練された

エレガントでモダンな外観を実現しています。 

 

 

 

【高効率 80PLUS GOLD 認証】 

「SP750」は 80PLUS GOLD 認証規格に準拠。高い

変換効率により安定した電力供給を行います。 

 

 

 

【フルモジュラーケーブル採用】 

フルモジュラーケーブルの採用により必要なケーブルだけを使用すること

ができるため、不要なケーブルがケース内のエアフローを妨げることを防

止できます。配線時に視覚入る ATX24PIN、EPS、PCIe ケーブルがスリ

ーブケーブルになっており、ライティングをした際にはエレガントな PC

を演出します。また、柔軟性のあるケーブルであるためケース内部をすっ

きりと整えられることも大きな魅力でしょう。 

 

 

 

【低負荷時は冷却ファンを停止させることで静音性が向上】  

SP750 に搭載された 92mm ファンは、最小のノイズレベルを実現す

るため負荷 40％（300W）までゼロ回転モードで動作します。 
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■製品仕様 

 

製品型番 SP750 

JAN コード 4718466010612 

80PLUS 認証 80PLUS GOLD 認証 

対応規格 SFX 

材質 スチール / ブラッシュドアルミニウムハウジング 

ケーブル フルモジュラー式 

製品寸法 (D)100mm X (W)63.5mm X (H)120mm  

製品重量 0.89kg 

入力・出力・動作環境入力・出力・動作環境 

入力電圧 100 – 240Vrms 

入力周波数 50Hz – 60Hz 

最大出力（DC） 750W 

負荷範囲 

電圧 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb 

最大電流 15A 15A 62A 0.3A 2.5A 

最大出力 100W 744W 3.6W 12.5W 

コンバイン 750W 

入力・出力・動作環境コネクタ数（総数） / 本数 

ATX 20+4Pin 1 / 1 (300mm) 

EPS 8 Pin / ATX 12V 4+4 Pin 2 / 1 (450mm – 70mm) 

PCI-E 6+2 Pin 1 / 1 (400mm) 

PCI-E 6+2 Pin 2 / 1 (400mm -120mm) 

SATA 電源コネクタ 8 / 2 (120mm – 120mm – 120mm – 120mm) 

ペリフェラル 4 Pin 4 / 1 (120mm – 120mm – 120mm – 120mm) 

入力・出力・動作環境１搭載ファン 

タイプ 92mm 静音ファン 

回転数 可変（出力電力により電圧値可変・300W 以下は停止） 

ノイズレベル 31.8 dBA (最大) 

入力・出力・動作環境１機能 

PFC アクティブ PFC 

効率 80PLUS GOLD  / 91.89％ max 

保護機能 過電流保護 / 過出力保護 / 過小電圧保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡回路保護 

同梱物 電源本体、モジュラーケーブル、電源ケーブル、ネジ 

パッケージサイズ (D)103mm X (W)243mm X (H)175mm 

総重量 1.7kg 

製品保証 5 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。 
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■製品画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合せ 

株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880 e-mail：infomation_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。 

 


