
株式会社コンピューケース・ジャパン ( 本社：神奈川県横浜市、代表取締役：林 正宏 ) は

12 月 10 日より、フルアルミ製　　PC ケースMini-ITX 規格の「AS Enclosure RS07A」と

ATX 規格の「smart EM30A」 を発売いたします。

Press Release

Data：2021/12/08

プロダクトインフォメーション

名称：AS Enclosure RS07A
型番：ASE-RS07A-SV
JAN コード：4541995028977
カラー：シルバー
価格：オープンプライス
URL：www.hec-group.jp/product/
　　   case/model/rs07a/

名称：AS Enclosure RS07A
型番：ASE-RS07A-BK
JAN コード：4541995028984
カラー：ブラック
価格：オープンプライス
URL：www.hec-group.jp/product/
　　   case/model/rs07a/

※1

※1　一部、SPCC と ABS を使用しています。

http://www.hec-group.jp/product/case/model/rs07a/
http://www.hec-group.jp/product/case/model/rs07a/


株式会社コンピューケース・ジャパン　第二営業部
メール：sales_02@hec-group.jp

お問い合わせ先

本製品の仕様は、オフィシャルサイトにてご確認ください。
http://www.hec-group.jp/

AS Enclosure RS07A
http://www.hec-group.jp/product/case/model/rs07a/

smart EM30A
http://www.hec-group.jp/product/case/model/em30a/

テクニカルインフォメーション

名称：smart EM30A
型番：SME-EM30A-BK
JAN コード：4541995029004
カラー：ブラック
価格：オープンプライス
URL：www.hec-group.jp/product/
　　   case/model/em30a/

名称：smart EM30A
型番：SME-EM30A-SV
JAN コード：4541995028991
カラー：シルバー
価格：オープンプライス
URL：www.hec-group.jp/product/
　　   case/model/em30a/

TSUKUMO パソコン本店 /Ⅱ
TSUKUMO eX.

展示機のご案内 ( 敬称略 )

ASE-RS07A-BK、　SME-EM30A-SV
ASE-RS07A-SV、　SME-EM30A-BK

http://www.hec-group.jp/product/case/model/em30a/
http://www.hec-group.jp/product/case/model/em30a/


AS Enclosure RS07A
SILVER  MODEL

BLACK  MODEL

CHASSIS

SILVER  MODEL

BLACK  MODEL

CHASSIS

ASE-RS07A-SV

ASE-RS07A-BK
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品名
型番 ASE-RS07A-SV ASE-RS07A-BK
JAN CODE 4541995028977 4541995028984
カラー [2次加工] フロントパネル シルバー　[アルマイト / ヘアライン] ブラック　[アルマイト / ヘアライン]

バックパネル シルバー　[アルマイト / ヘアライン] ブラック　[アルマイト / ヘアライン]
トップパネル
シャシーベース
シャシー

外形寸法（本体）
重量（本体）
主素材 フロントパネル

バックパネル
トップパネル
シャシーベース
シャシー

副素材
対応マザーボード
対応電源ユニット

PCIスロット
ダストフィルター トップ

フロント
ベイ数 5.25"ベイ

3.5"ベイ
3.5" or 2.5"シャドウベイ

クーリングファン トップ
ポート数 ミドル

フロント
ボトム

⽔冷 トップ
フロント

CPUクーラー搭載可能高さ
ビデオカード搭載可能⻑さ
スイッチ パワー

リセット
ＬED パワー

HDD
前⾯⼊出⼒端⼦ USB3.0

USB3.1 Type-C
HD Audio

マザーボードベース

 ※フロントに⽔冷ユニットを搭載した場合、ファンは搭載できません。

AS Enclosure RS07A

ブラック　　[アルマイト / ショットブラスト]

315mm
184mm

ブラック　　[アルマイト / ショットブラスト]

ブラック　　[アルマイト / ショットブラスト]

約239(W)×234(L)×450(H)mm
約7.3kg

Mini-ITX
ATX or SFX (奥⾏160mmまで)

0
0

 ※フロントに⽔冷ユニットを搭載した場合、3.5"搭載できません。

2
メッシュフィルター(スチール)

 ※フロントに⽔冷ユニットを搭載した場合、奥⾏は約100mmまでになります。

メッシュフィルター(スチール)

1(3.5" or 2.5"どちらか)

ASE-RS07A　SPECIFICATIONS
SPEC

1(ヘッドフォン＆マイク)
固定式

1（120mm規格）

1（120mm規格 × 2 or 140mm規格 × 1）

120mm

1

無
無

1

1（200mm規格）

1（80mm規格 厚さ15mmまで）

120mm or 240mm

有

無

SPCC、ABS

アルミニウム合⾦(t3.0mm)
アルミニウム合⾦(t3.0mm)
アルミニウム合⾦(t12.0mm)
アルミニウム合⾦(t25.0mm)

アルミニウム合⾦(t1.2~1.5mm)



smart EM30A
SILVER  MODEL

BLACK  MODEL

CHASSIS

SILVER  MODEL

BLACK  MODEL

CHASSIS

SME-EM30-SV

SME-EM30-BK
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品名
型番 SME-EM30A-SV SME-EM30A-BK
JAN CODE 4541995028991 4541995029004
カラー [2次加工] フロントパネル シルバー　[アルマイト / ヘアライン] ブラック　[アルマイト / ヘアライン]

バックパネル シルバー　[アルマイト / ヘアライン] ブラック　[アルマイト / ヘアライン]
サイドパネル シルバー　[アルマイト / ヘアライン] ブラック　[アルマイト / ヘアライン]
トップパネル
シャシーベース
シャシー

外形寸法（本体）
重量（本体）
主素材 フロントパネル

バックパネル
サイドパネル
トップパネル
シャシーベース
シャシー

副素材
対応マザーボード
対応電源ユニット
PCIスロット
ダストフィルター トップ

フロント
ベイ数 5.25"ベイ

3.5"ベイ
3.5" or 2.5"シャドウベイ
2.5"シャドウベイ

クーリングファン トップ
ポート数 フロント

リア
⽔冷 トップ

リア
CPUクーラー搭載可能高さ
ビデオカード搭載可能⻑さ
スイッチ パワー

リセット
ＬED パワー

HDD
前⾯⼊出⼒端⼦ USB3.0

USB3.1 Type-C
HD Audio

マザーボードベース

メッシュフィルター(スチール)

アルミニウム合⾦(t1.2~1.5mm)

アルミニウム合⾦(t20.0mm)
アルミニウム合⾦(t25.0mm)

SPCC、ABS

7
メッシュフィルター(スチール)

SME-EM30A　SPECIFICATIONS
SPEC

1(ヘッドフォン＆マイク)
固定式

1（120mm規格）
1（120mm規格）

120mm or 240mm

1

無
無

1

2（120mm規格）

120mm

有

無

smart EM30A

ブラック　　[アルマイト / ショットブラスト]

358mm
158mm

ブラック　　[アルマイト / ショットブラスト]

ブラック　　[アルマイト / ショットブラスト]

約 207(W)×446(H)×467(L) mm
約10kg

ATX、M-ATX、Mini-ITX
ATX(奥⾏160mmまで)

0
0

2
1(3.5" or 2.5"どちらか)

アルミニウム合⾦(t3.0mm)
アルミニウム合⾦(t3.0mm)
アルミニウム合⾦(t3.0mm)
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