


ゲーミングデスクトップ・REV リューション
REV100 では、当社 REV ケースシリーズの革新的な構造をコンパクトなデザインで実現しました。省スペースサイズにより、
あらゆるセットアップにも簡単にフィットし、シンプルながらもエレガントな外観が印象的です。小型なケースサイズにもか
かわらず、REV シリーズならではの機能が搭載され、これまでと同様にメインボードは 90 度回転させて垂直に取り付けら
れています。強化ガラスのサイドパネルがケースの右側に配置された REV100 は左側の壁に近い、あるいは壁に接してい
る小型デスクに最適です。



シンプルにエレガント 
REV100 の外観はコンパクトなサイズに合わせて、ミニマ
リストなデザインを意識しました。フロントパネルには幾
何学的な角度とラインをあしらったデザイン。ブラッシュ
メタル風の表面がシックさを醸し出しています。RGB スト
リップがパネルに埋め込まれたメッシュグリルを片側か
ら照らすデザインを採用しました。これにより、遊び心溢
れる微妙な色彩をケースの前面から楽しめます。
REV100 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。
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SATA REV100 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 4 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。

手動式カラーコントローラ 
また、REV100 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。
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画期的なデザイン
コンセプト

REV シリーズの他のケースと同様、REV100 は斬新な構造が特徴です。メインボードを 90 度回転させて垂直に取り付け、
従来のデサインとはかけ離れた外観を実現しました。ケーブルはトップパネル下の余裕のあるコンパートメントにきちんと
収納でき、リアパネルのケーブルパススルーを介してケースから簡単に引き出すことができます。



整然とした
ケーブルマネジメント
REV100 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。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。

ダストフィルターと
通気孔付きの
カバーで最適な
エアフローを確保

メッシュフロントパネル

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

非常に優れたエアーフロー
小型なサイズにもかかわらず REV100 は優れた通気性を誇ります。前面のメッシュグリルに搭載された、120 mm のファン
が、ケース内に十分なエアフローを提供します。フロントパネルの後ろにある取り外し可能なダストフィルターが、埃やゴミ
の侵入を防ぎます。取り外し可能なトップカバーの空気孔もエアフローをさらに促します。



コンパクトなケース構造
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コンパクトなサイズの REV100 はあらゆるセ
ットアップにも簡単に取り入れることができ
ます。この省スペースな ATX ケースなら、デ
スクの上でも下でも、どこででもすっきりフィ
ットします。REV100 では、電源トンネルを省
き、内部スペースを最大化することで、コン
ポーネントやケーブルの取り付けにおける
柔軟性を高めています。最大長 31.5 cm の
グラフィックカードと 3.5 インチハードドライ
ブを 2 つまで、または SSD を 3 つまでケー
ス内への取り付けることが可能です。

電源ユニット
長さ最大: 20 cm

SSD SSD

HDD

HDD/SSD
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仕様 
基本情報:
 フォームファクタ:  ATX 
 拡張カードスロット:  7
 内部塗装:  
 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
 重量:  5.8  kg
 寸法 (L x W x H):  45.2 x 21.5 x 44.4 cm

RGB 互換性:
 タイプ:  アドレス指定可能
 ポート:  4
 手動設定:  14 モード
 メインボードの互換性:  MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 RGB ピンアウト:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (トップ):  2
 オーディオ (トップ):  

最大ドライブベイ数:
 3.5 インチ:  2
 2.5 インチ:  3

ファンの配置:
 フロントパネル: 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)
 リアパネル:: 1x 120 mm 指定可能な RGB LED ファン 
  (標準搭載), 1x 120 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: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 グラフィックカード
 長さ最大: 31.5 cm*
 CPU クーラー
 高さ最大: 16.7 cm
 電源ユニット 
 長さ最大: 20.0 cm
 ファン搭載ラジエーター 
 高さ最大 (リア): 5.5 cm

パッケージ内容:
 REV100  
 アクセサリーセット
 マニュアル

*  2x 3.5 インチ HDD が設置されたら、28.8cm となります

www.sharkoon.com


