


4 ポートアドレス可能な RGB コントローラ
SGC1 RGB にはメインボードコネクタを備えた 4 ポートのアドレス指定可能な RGB コントローラが
含まれています。このコントローラにより、プリインストールされたアドレス指定可能な RGB ファンを、
メインボードソフトウェアを通して簡単に操作し同期させることができます。RGB コンポーネントは
最大 1,680 万色の色で光らせることが可能で、複数のカラー効果が備わっています。

or

手動式カラーコントローラ
SGC1 RGB には、アドレス指定可能な RGB コネクタ未搭載のメインボード向けに、手動によるカラー
設定機能が搭載されています。ケースの中に設置して、電源からの SATA コネクタに接続すれば、
内蔵の  RGB ファンと 14 種類あるカラーモードで光らせたり、ケースのフロントにあるリセットボタンを
押して、完全に電源を切断したりすることができます。
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RGB で一新されたゲーミングケース



多様なインストールオプション

15.3 cm

ODD/HDD/SSD

ODD/HDD/SSD

取り外し可能な HDD 取り付け用パネル

グラフィックカード長さ最大: 40 cm

電源ユニット長さ最大: 24 cm
2x 3.5 インチ HDD

または 
2x 2.5 インチ SSD

ファン搭載ラジエーター
高さ最大 5.9 CM 対応

整然とした内部配置
電源ユニット、2x 3.5 インチまたは 
2x 2.5 インチの HDD を、ケース底部の
トンネルに隠すことで、見栄えをよく
取り付けることができます。

だ円形の切り口によって、HDD ケージを最適な位置に
取り付けることができます

CPU クーラーカットアウト

実用的な
ケーブル用の通し穴

アドレス指定可能な
RGB LED の制御装置

PSUHDD/SSD

SSD SSD

HDD/SSD



最適な部品保護

フロントパネルに取り外し
可能なダストフィルター搭載

ボトムパネルに取り外し
可能なダストフィルターを装備

トップパネルにマグネット式
ダストフィルターを装備



可変なファン配置

フロントパネル

2x 140 mm ファン

1x 280 mm ラジエーター
(オプション)

(オプション)

1x 120 mm RGB LED ファン

1x 240 mm ラジエーター
(オプション)

(標準搭載)

モジュラーファン取り付け用の
だ円形の切り口



可変なファン配置

トップパネル

2x 140 mm ファン

1x 280 mm ラジエーター
(オプション)

(オプション)

3x 120 mm ファン

1x 240 mm ラジエーター

1x 360 mm ラジエーター
(オプション)

(オプション)

(オプション)

リアパネル

1x 120 mm RGB LED ファン
(標準搭載)



仕様

基本情報:
 フォームファクタ:
 拡張カードスロット:
 内部塗装:
 ツール不要の
 デバイス取り付け設計: 
 ケーブルマネジメントシステム:
 サイドパネル強化ガラス: 
 ケースカラー:
 バージョン情報:  
 重量: 
 寸法 (L x W x H):

ATX
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ブラック
RGB
6.64 kg
45.0 x 22.0 x 47.8 cm

I/O:
 USB 3.0 (フロント): 
 Audio (フロント)
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ドライブベイ:
 5.25 インチまたは 2x 2.5 インチ:
 3.5 インチデバイス用 
 5.25 インチベイカバー:
 3.5 インチまたは 2.5 インチ:
 2.5 インチ:
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ファンの配置:
 フロントパネル:

 リアパネル: 
 トップパネル:

1x 120 mm RGB LED ファン (標準搭載) 
またはラジエーター (オプション)  
1x 120 mm RGB LED ファン (標準搭載)
3x 120 mm または 2x 140 mm ファン (オプション)
またはラジエーター (オプション) 

互換性:
 メインボード: 
 グラフィックカード
 長さ最大:
 CPU クーラー 
 高さ最大:
 電源ユニット 
 長さ最大:
 ファン搭載ラジエーター
 高さ最大 (フロント):
 ファン搭載ラジエーター
 高さ最大 (トップ):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

40.0 cm

15.3 cm

24.0 cm

5.9 cm

5.0 cm

パッケージの内容: SGC1 RGB, アクセサリーセット, マニュアル,
4 ポートアドレス可能な RGB コントローラ

外箱
梱包単位: 1
寸法 (L x W x H): 
524 x 260 x 513 mm
重量: 7.6 kg 
関税番号: 84733080
原産国: 中国


