


1. はじめに 

このたびは、Graxia ゲーミングミドルタワーPC ケース「GX-PCP-RGB」をご購入いただき誠にありがとうござ

います。本製品はスモーク強化ガラスサイドパネルとフロントパネル及び I/O ポートに RGB ストリームライト

を搭載した Extended-ATX対応ミドルタワーPC ケースです。 

 

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本製品の取り扱い方法および注意事項を守って

安全にご使用ください。本書をお読みになったあとは、大切に保管してください。 

 

2.  注意事項 

⚫ 本製品を投げたり、叩いたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。 

⚫ ケーブルを引っ張ったり、挟んだり、強く曲げたりしないでください。故障の原因となります。 

⚫ ケーブルを首に巻き付けたりしないでください。窒息のおそれがあります。 

⚫ 本製品を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 

⚫ 濡れた手で本製品の本体やケーブルに触らないでください。 

⚫ 本製品を重ねて設置したり、重いものや熱いものを上に置かないでください。 

⚫ 本製品を不安定な場所に設置したり保管しないでください。 

⚫ 直射日光が当たる場所や高温になる場所に置かないでください。故障や変質の原因となります。 

⚫ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 

⚫ お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。 

⚫ シンナーやベンジンなどの薬品は使用しないでください。 

⚫ パーツを本製品に組み込む際は、取扱説明書の内容をよくお読みください。 

⚫ 本製品に損傷や変質、異臭が生じた場合は使用しないでください。 

⚫ 機器を使用中に発生したデータやプログラムの消失については保証対象外となります。定期的にバッ

クアップを取るなどの対策をあらかじめおこなってください。 

⚫ 廃棄する場合は各地方自治体の条例に従って破棄してください。 

⚫ 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。日本国外での使用は保証対象外になり

ます。  



3. 保証書に関するお願い 

⚫ 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。 

⚫ 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。 保証期間中でも有料修理

になる場合があります。 

 

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。 

 

＜恵安 株式会社＞ 商品のご注文  info@keian.co.jp 

サポートセンター メール： support@keian.co.jp 

FAX： 03-3980-5327 

 

製品情報については弊社ホームページでご覧いただけます。 www.keian.co.jp 

 

4. 同梱内容 

● PCケース本体  ・・・・・・・・・ 1台 

● マザーボード取り付け用スペーサー  ・・・・・・・・・ 3本 

● PC電源取り付け用インチネジ  ・・・・・・・・・ 5本 

● ファン取り付け用ネジ  ・・・・・・・・・ 4本 

● 
2.5インチHDD/SSDおよびマザーボー

ド取り付け用ミリネジ  ・・・・・・・・・ 17本 

● 保証書  ・・・・・・・・・ 1枚 

 

  



5. 仕様表 

 

 

  

型番 GX-PCP-RGB 

サイズ (高さ×幅×奥行) 454×215×495mm 

ケースタイプ ミドルタワー 

素材 SPCC、ABS 

対応マザーボード 9.6×9.6 インチ（Micro ATX） 

12×9.6 インチ（ATX） 

6.7×6.7 インチ（Mini-ITX） 

12×13 インチ（E-ATX） 

入出力ポート USB3.0×1 

USB2.0×2 

3.5mm マイクロフォンジャック×1 

3.5mm ヘッドフォンジャック×1 

リセットボタン×1 

LED コントロールボタン×1 

IO LED コントロールボタン×1 

拡張スロット数 7 

ドライブベイ 3.5 インチベイ×2（HDD マウンタ使用） 

2.5 インチベイ×3+2（3.5 インチベイと排他） 

ケースファン増設スペース トップ：120mm×3 または 140mm×2 

フロント：120mm×3 

リア：120mm×1 

対応電源 ATX 

サイドパネル 強化ガラス（左側） 

I/O LED ライト 内蔵（発光パターン切り替え可） 

フロント RGB ライト 内蔵（発光パターン切り替え可） 



6. 各部説明 

 

 
 

0 ケースフレーム 6 RGB ライト 

1 ネジ（強化ガラスサイドパネル用） 7 I/O ポート 

2 強化ガラスサイドパネル 8 HDD マウンタ 

3 右サイドパネル 9 ゴム足 

4 強化ガラスフロントパネル 10 天面ダストフィルター 

5 フロントパネル 11 底面ダストフィルター 

 

  



7. サイドパネルの外し方 

 

 

強化ガラスサイドパネル（左側） 

⚫ 強化ガラスサイドパネルの四隅のネジを取り外し、パネルを持ち上げます。 

 

右側サイドパネル 

⚫ リア側サイドパネルを固定しているネジ 2 本を取り外し、サイドパネルの取っ手を使

用してリア側へスライドさせて取り外します。 

  



8. マザーボードの取付 

 

 

 

ケースの右側面が下側になるように置き、マザーボードを中央の適切な位置に取り付

け、ネジで固定します。 

必要に応じてスペーサーを使用してください。スペーサーを取り付けるネジ穴付近には

「A」（ATX）、「M」（MicroATX）、「I」（Mini ITX）、「E」（Extended ATX）と目印がありま

す。） 

 

※マザーボードは別売りとなります。 

  



9. 電源ユニットの取り付け 

 

ケース右側のサイドパネルを外し、背面側底部のスペースへ電源ユニットを入れ、背面

からネジで固定します。 

 

※電源ユニットは別売りとなります。 

  



10. 3.5 インチ及び 2.5 インチ HDD/SSD の取付方法 

 

 

 

右側サイドパネルを取り外すと下部に、HDD/SSD マウンタがありますので、マウンタ前面

の両端のノブを中央へ押し込みながら引き抜きます。 

 

3.5 インチ HDD をマウンタに取り付ける際は、マウンタ前面側に HDD のインターフェイス

が来るように向きを合わせ、マウンタの両側を広げ、四隅の突起を HDD 四隅のネジ穴

にはめ込みます。その後中央をネジ止めし HDD とマウンタを固定します。 

※四隅の突起を HDD のネジ穴にはめ込む際、または取り外す際は無理に行わず、充

分にマウンタ両側を広げながら行ってください。突起が破損する場合があります。 

 

2.5 インチ HDD/SSD の場合は、ストレージのインターフェイスがマウンタ前面側に来るよ

うに、マウンタ中央に合わせ、裏側からネジ止めします。 

 

ストレージの装着後、マウンタを元の場所に収納すれば完了です。 

 

また、黄色の枠内には 2.5 インチ専用マウンタが装着されており、ノブ部の押し込みなが

ら取りはずすことが可能です。取り外したらストレージを装着し裏からネジ止めし、ケーブ

ルが挿し込みやすい方向に、ノブ部を押し込みながらケース本体にはめ込みます。 

 

青枠には 2.5 インチ HDD/SSD 取り付け用ネジ穴があります。ケース左側からストレー

ジを入れ、ネジ穴に合わせたあと、ケース右側からネジ止めします。 



※組み込んだマザーボードによっては取り付けられない場合があります。また、ほかにも

2.5 インチ HDD/SSD が取り付け可能な場所もありますが、ご利用のパーツによっては

使用できないことがあります。 

 

11. PCI-E 拡張スロットの使用方法 

 

 

 

 

PCI-E 拡張スロットは本体背面下部にあります。 

スロット脇のカバーを取り外し、PCI-E 接続機器を横から組み込み、カバーを取り付けま

す。 

（最上段以外の塞がっているスロットはカバーを折り取る必要があります。その際にはケガ

をしないよう十分に注意してください。） 

  



12. I/O ポート説明 

 

 

 

① 電源ボタン ⑤ USB2.0 ポート 

② USB2.0 ポート ⑥ IO ポート LED 発光変更ボタン 

③ マイクロフォンジャック ⑦ フロントパネル LED 発光変更ボタン 

④ ヘッドフォンジャック ⑧ USB3.0 ポート 

 

 

13. ダストフィルターについて 

天面と底面にはダストフィルターが装着されており、掃除などの際には、取り外すことが可

能です。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


