スタイリッシュな革命
これ
ATX ミドルタワーである REV220 は絶妙な彩りを実現する RGB ライティング機能と、エレガントなデザインを誇ります。
は PC ケースにおける新しいコンセプトを実現しています。
このケースでは、90 度回転したメインボードにパーツが垂直に
搭載されます。
これによって目を引く光景が作り出されます。
そしてそれを特大の強化ガラス製サイドパネルから鑑賞でき
るのです。REV220 はその外面でも PC ケースの既存の枠組みを脱しています。強化ガラス製のサイドパネルは再調整さ
れ、机の左側にケースを置いたときに余すところなくその真価を発揮できるようになっています。

カーボンファイバールックと RGB の出会い
ミニマリストな様相のフロントパネルは、
カーボンファイ
バーのような外観となっています。
その中央には、銀に縁
どられたダイヤモンドカットのアルミニウム製のプレート
が設置されています。絶妙な彩りを添える中央プレート
周囲の RGB ライティングは、気分にあうイルミネーション
を作り出せるだけでなく、PC ケースの前面を鮮やかに彩
ります。

REV220 ケース、Sharkoon の他の製品と同様、アドレス
指定可能な RGB のロゴがついています、Asus Aura
Sync、MSI Mystic Light Sync、Gigabyte Fusion および
ASRock Polychrome SYNC 向けに認定を受けています。
このため、
この製品は容易に既存のシステムに組み込む
ことができます。

"ADDRESSABLE RGB" のロゴが付いた Sharkoon 製品は、5V-D-coded-G および
5V-D-G ピンアウト付きのアドレス指定可能な LED ファンまたは LED ストリップ用の
コネクタ搭載のメインボードに対応します。主要メインボードメーカーの RGB コネ

クタは以下のように例を挙げます。
ピン割り当てはメーカーに依存しませんが、対応するコネクタの名前はメーカーに
よって異なる場合があります。互換性の詳細についてはメインボードのマニュアル
を参照するか、
メーカーの Web サイトを参照してください。

MSI

GIGABYTE

ASUS

ASROCK

ASUS

8 ポートアドレス指定可能な
RGB コントローラ
REV220 は、デジタルアドレス指定可能な LED 向けに、8 ポートのアドレス指定可
能な RGB コントローラが付属しています。互換性のあるメインボードを使用する
ことで、最大 8 基のアドレス指定可能な LED コンポーネント向けのハブとして
機能します。
メインボードソフトウェアを通して最大 1,680 万色に光り輝きます。
コントローラは SATA コネクタを介して電源ユニットから、5V-D-コーデッド-G ま
たは V-D-G 構成を持つアドレス可能な LED 用メインボードの 4 ピンまたは 3 ピ
ンヘッダーに接続されています。

メインボードのアドレス指定可能な
RGB ピンヘッダー

アドレス指定可能

RGB LED ファン/ ストリップ

か

VDG

アドレス指定可能

SATA

RGB LED ファン/ ストリップ

手動式カラーコントローラ
また、REV220 は、
アドレス指定可能可能な LED コンポーネントへのヘッダーを持
たないメインボードへのマニュアルカラーコントロール機能も備えています。
これ
を利用することで、RGB コントローラーがメインボードに接続されるのではなく、
電力源と PC ケースのリセットスイッチに接続されます。
これにより、
スイッチのリ
セット機能が新しい機能に置き換えられ、14 種の照明モードを切り替えて選択、
または照明をオフにすることができます。
アドレス指定可能

RGB LED ファン/ ストリップ

レッド

グリーン

ブルー

ホワイト

RGB

イエロー

RGB

シアン

RGB

ピンク

モード 7

RESET SW

モード 6

モード 5

RGB

モード 4

RGB

モード 3

RGB

モード 2

RGB

モード 1

アドレス指定可能
RGB LED ファン/ ストリップ

SATA

一新されたケース内構成
REV シリーズの他の全てのケースと同様に REV220 では PC ケースの構成における全く新しいコンセプトを体感できます。
これによって興味深い見た目のパーツ配置となるだ
このケースでは 90 度回転したメインボードにパーツが搭載されます。
けでなく、PC 作成と改造においてまったく新たな体験ができます。
メインボードへの接続と拡張カード用のスロットも 90
度回転しています。
また、取り外し可能なマグネット式カバーがついたケーブルコンパートメントも用意されています。
これ
に加え、
ケースのデザインに巧みに取り込まれた数々のケーブル用通し穴によって、
ケース内をすっきり綺麗に保てます。

整然としたケーブルマネジメント
REV220 は常に整理整頓された状態を保ちます。電源ユニットトンネルと数々のケーブル用通じ穴以外に、
ケースのトップにケーブルコンパートメントも用意されています。

ダストフィルターと通気孔付き
のマグネット式カバーで最適な
エアフローを確保

ケーブルは、
ケーブルクリップで束ねられており、
ケーブル用通し穴からケース外部に出る形となります。
ケーブルコンパー
トメントには、
トップパネルのマグネット式カバーによって簡単にアクセス可能。汚れや埃からも保護されます。

すっきりしたケース内部構成
メインボードトレー裏のケーブルパスを使用して、ハードウェアのケーブルを配線できます。
十分なスペースが用意されているため、
スッキリとしたケーブル配線が可能です。

2.0 cm

振動対策として、REV200 の中に防振ゴムを使用して電源を取り付けます。
これは電源ユニットトンネル内の 4 つの分離型電源用のスペーサーによりサポートされています。

新鮮な空気が
全体にいきわたる
ケース前面からは、側面の吸気口と標準搭載された 3 つの
120 mm ファンによって強力なエアフローが作り出されます。そ
れに加えて、
アドレス指定可能な 2 つの RGB 120 mm ファンが
ケース裏側から熱気を外部に排出します。
このファンは排気と
同時に、気分にあうイルミネーションで内部に搭載されたパー
ツを彩ってくれます。

冷却性能を向上させたい場合は、
フロントパネル裏のファンを 2 つの 140 mm ファンに取り換えることができます。
あるいは、最大で 360 mm のラジエーターを 1 つ搭載することもできます。
また、
ケース背面のファンも 2 つの 140 mm
ファンに交換するか、最大で 240 mm のラジエーターを 1 つ搭載することもできます。防振対策が用意されており、電
源ユニットもお好みによって 2 つの異なる方法で取り付けることができます。同時に、通気部に装備されたダストフィ
ルターがケース内部を保護します。

通常の設置

電源のファンを上向きに設置

モダンな機能
取り出し可能な
マグネット式ダストフィルター

5x

120 mm
ファン

フロントパネル上部には
アクセスしやすい I/O ポート

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

搭載パーツにも妥協なし

16.5 cm

最大 240 mm ラジエーター

グラフィックカード
長さ最大: 32.3 cm

最大 360 mm ラジエーター

48.5 cm

48.0 cm

REV シリーズは革新的な構成となっていて
も、搭載パーツの選択においては一切の
妥協は必要ありません。REV220 は最長で
32.3 cm までの大型のグラフィックカードを
搭載できるほか、最長 20 cm の電源、最高
16.5 cm の CPU クーラーを搭載できるよう
になっています。
また、電源ユニットトンネ
ル内の取り外し可能なケージには 3.5 イン
チハードドライブと SSD を 2 基ずつ搭載
できます。
そしてメインボード裏のトレーに
は更に SSD を 2 基搭載できるようになっ
ています。

カバーを取り外して
ラジエーターを設置可能

SSD

SSD

8 ポート RGB コントローラ

電源ユニット
長さ最大: 20 cm

SSD

SSD

HDD

HDD

取り外し可能な HDD/SSD ケージ

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:
 ケーブルマネジメントシステム:
 ツール不要の取り付け設計:
 サイドパネル:
 重量:
 寸法 (L x W x H):

RGB 互換性:
 タイプ:
 ポート:
 手動設定:
 メインボードの互換性:

ATX
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強化ガラス

9.0 kg
48.0 x 21.5 x 48.5 cm
アドレス指定可能

 RGB ピンアウト:

8
14 モード
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (トップ):
 USB 2.0 (トップ):
 オーディオ (トップ):

2
2


最大ドライブベイ数:

 3.5":
 2.5":

2
4

ファンの配置:
 フロントパネル:

 リアパネル:

3x 120 mm ファン (標準搭載)
または 2x 140 mm ファン (オプション)
2x 120 mm 指定可能な RGB LED ファン (標準搭載)
または 2x 140 mm ファン (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:
 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 (リア):
 ラジエーター (オプション):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
32.3 cm*
16.5 cm
20.0 cm
6.4 cm
6.0 cm
360 mm まで (フロントパネル)
240 mm まで (リアパネル)

パッケージ内容:

 REV220
 アクセサリーセット
 マニュアル
* 電源供給トンネル上部の追加スロット (Mini-ITX) では 28.5 cm。

www.sharkoon.com

