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RGB Slider は、コンパクトな Midi-ATX ケースで、すっきりした見た目が特徴です。PC ケースとしての機能を重視し、同クラ
スの他のケースとは一線を画す、いくつかの利点があります。
シンプルなフォルムにより、控え目ながら落ち着いた印象を
与える製品となっております。
しかし、強化ガラス製のサイドパネルや、USB 3.0 ポートを 2 基搭載した I/O パネル、
フロント
ストリ
パネルに RGB LED ストリップを搭載するなどの特長を兼ね備えています。手動カラーコントロールを使用した場合、
ップが 14 種類の照明モードで点灯します。内蔵 RGB コントローラーを使用して、点灯エレメントを追加したり、
カスタマイ
ズしたりすることも可能です。RGB Slider の内部設置オプションは、見た目以上の機能を備えています。

シンプルながらスタイリッシュ
なフロントパネル
フロントパネルの RGB LED ストリップは、流れるよう
なライティング効果でミニマルな外観を彩ります。
こ
のストリップは、内臓 RGB コントローラにより 14 種類
のプリセットで発光し、本体中央部を緩やかにスライ
ドするように見え、
それが本製品の名前の由来ともな
MSI Mystic Light
っています。
また、Asus Aura Sync、

Sync、Gigabyte Fusion、ASRock Polychrome SYNC

を使用して、互換性のあるメインボードでのカスタマ
イズも可能です。内臓 RGB コントローラは、5V-Dcoded-G または 5V-D-G ピンアウトを持つ追加 RGB
コンポーネントを使用することも可能です。

RGB Slider 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

2 ポートアドレス指定可能な
RGB コントローラ
RESET SW

RGB Slider は、デジタルアドレス指定可
能な LED 向けに、4 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 2 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。
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アドレス指定可能

RGB LED ファン/ ストリップ

か

V D G

+5V D

G
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IN
VDG

手動式カラーコントローラ

グリーン

ブルー

ホワイト

イエロー

シアン


レッド

RESET SW

また、RGB Slider 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。



SATA


RGB

ピンク

モード 7

VDG
IN

RGB

モード 6

RGB

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

クリアなハードウェアプレ
ゼンテーション

搭載したハードウェアを左側面から、はっきりと確認できます。
ケースのサイドパネルに強化ガラスを採用することで、内部
が目視確認できるようになっています。
自作したハードウェアをミニマリストケース内でショーケース化。視界を遮られること
なく内臓コンポーネントが確認できるように、サイドパネルにはネジなどの目立つパーツは存在しません。接続部は、視界
外のケース後方にあります。

大型のハードウェアコン
ポーネントに対応
40.0 cm

45.6 cm

15.7 cm

グラフィックカード
長さ最大: 31.0 / 33.5 cm*

コンパクトサイズの RGB Slider は、小
規模セットアップにも、意図的なミニマ
ムセットアップに抑えた構成にも対応
可能です。一方、大型のハードウェアコ
ンポーネントもケース内に簡単に搭載
にすることもできます。CPU クーラーは
最大 15.7 cm まで対応しており、33.5
cm までのグラフィックカードを搭載す
るスペースを確保することができます。

SSD

* フロントファンなし

SSD

2 ポートアドレス指定可能な
RGB コントローラ
SSD

HDD/SSD
HDD/SSD

電源ユニット
長さ最大: 17.5 cm

取り外し可能な HDD/SSD ケージ

最適な吸気構造

2x 120 mm ファン (オプション) または
2x 140 mm ファン (オプション)

1x

120 mm ファン
(標準搭載)

3x

120 mm ファン
(オプション)
掃除しやすいトップパネルの
磁気ダストフィルター

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

強化ガラス

フロントパネル上部には
アクセスしやすい I/O ポート

RGB Slider は、最適な空気の流れを確保した設置ができるよう設計されています。120 mm ファンがケース背面に取り付け

られており、暖気を外部に排出します。必要に応じて、
ケース内にファンを増設可能です。
フロントパネルの内側スペースに
トップパネル下には、120 mm ファン 2 基、
または、
より大型の 140 mm ファンを搭載可
120 mm ファンを最大 3 基追加可能。
能です。

仕様
基本情報:
 カラー:
 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:
 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:

ブラック, ホワイト

ATX
7




強化ガラス

4.85 kg
40.0 x 19.0 x 45.6 cm

アドレス指定可能

 RGB ピンアウト:

2
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
1


最大ドライブベイ数:

 3.5":
 2.5":

2
5

ファンの配置:
 フロントパネル:
 リアパネル:
 トップパネル:

3x 120 mm ファン (オプション)
1x 120 mm ファン (標準搭載)
2x 120 mm ファン (オプション) 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:
 CPU クーラー高さ最大 :
 電源ユニット長さ最大:
パッケージの内容:

 RGB Slider
 アクセサリーセット
 マニュアル
* フロントファンなし

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
31.0 / 33.5 cm*
15.7 cm
17.5 cm

