
C338B 3U black ATX ultra cool server chassis 
 

 

全ての注目を集め、最新規格 LGA 1155 や LGA 1156 や LGA 2011 などのマザーボ
ードに合う 3U C338B その構造は、主に 1.2 mm~2.0 mm 厚さの高強度鋼板で作成さ
れ、筐体の強さやセキュリティ機能も良く構築し、先端電子材料を採用し国際正式
認可証明書にてこのラックマウント型サーバ シャーシは世界で 3 年品質保証を提供
しております。 
 
C338B モデルにて特徴の 1 つは筐体の奥行き が 380mm のみ、最も低コスト、最高
品質基準の上、Sunon 80mm x 25mm の 2 ボールベアリングの冷却ファンも備えて
標準規格となり、標準 ATX 12"X9.6"または MicroATX 9.6"X9.6"ボードに合性ができ
中小企業にて多機能の利点と結合されるため、サーバーまたはホスト環境で完全競
争優位性があります。 

 
Specification 
 
* 拡張ベイ:  
  5 インチ x2 と内蔵 3.5 インチ x5 ((12"x9.6" ATX MB の場合) 
  或いは 5 インチ x3 と内蔵 3.5 インチ x5 ((9.6"x9.6" MicroATX MB の場合) 
  或いは 5 インチ x2 と内蔵 3.5 インチ x6 ((9.6"x9.6" MicroATX MB の場合) 
  或いは 5 インチ x2 と内蔵 3.5 インチ x5 と内蔵 2.5 インチ x2 ((9.6"x9.6" MicroATX MB の場合) 
* SGCC 1.2 mm~2.0 mm 厚さの高強度鋼板を使用している 
* HDD 拡張ベイの震動を防ぐ機能を備え 
* 前置きの USB 2.0 ポート x2 
* 冷却装置: フロントパネルに吸気フィルタと Sunon EE80251B1-000C-G99 80mm x 25mm ファン x2 
* ファンが起動しない環境騒音は 45dBA、起動したファンに 10cm 距離で測る騒音は 76dBA(環境騒音も含む) 
* 対応マザーボード: ATX(12"x9.6")‧MicroATX(9.6"x9.6")‧Mini-ITX(6.7"x6.7") 
* 対応電源: 8cm~12cm~14cm fan version PS2 電源 (最大奥行き: 140mm~180mm) 
* 奥行き 140mm の PS2 電源を搭載すると最大奥行き 210mm の 5.25" ODD 装置対応でき 
* 奥行き 180mm の PS2 電源を搭載すると最大奥行き 170mm の 5.25" ODD 装置対応でき 
* 3.5" HDD を前置場合に 4 slot 標準高さの拡張カードが対応でき (カードの最大奥行き 170mm) 
* 3.5" HDD を搭載しない場合に 4 slot 標準高さの拡張カードが対応でき (カードの最大奥行き 330mm) 
* 表面塗装: 標準が黒色、白色がオプション 
* Taiwan Genesys Group logo 展示された機種を全世界品質 3 年保証 
* 本体寸法: 19" x 3U x 380mm (14.96" deep) 
* 付属部品: M3 round head nickel screwx9pcs, #6 round head nickel screwx23pcs, MB metal standoffx2pcs, MB plastic standoffx1pcs 
* 包装資料: NW 6 KGM, GW 8 KGM, 2.22 CUFT (56x51x22cm, single box packed) 
 
Ordering Information 
 
型番/品名 : C338B 3U black ATX ultra cool server chassis 
オプション 1-0 : 8cm~12cm~14cm fan version PS2 power supply (最大奥行き: 140mm~180mm) 
オプション 2-0 : (SUNON6025) 後ろに Sunon 60mm x 25mm 排気ファン x2 (part# is 1 pcs) 
オプション 3-0 : (NJ-600) 600mm 2-layer 3-travel universal slide rail , full travel extension up to 1100mm deep (part# is 1 pair) 
オプション 3-1 : (1234U-RMK) 1234U chassis の後ろに取り付ける金具 (part# is 1 pair) 
オプション 4-0 : (25-35-BK) 多機能 HDD 変換ブラケット 
オプション 5-0 : (2525TO3HDBK) 2 個の 5.25"ベイにて 3 個の 3.5"HDD 固定金具 
オプション 5-1 : (3525TO5HDBK) 3 個の 5.25"ベイにて 5 個の 3.5"HDD 固定金具 
オプション 5-2 : (RW425) 1x5.25"ベイに 4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-3 : (RW825) 2x5.25"ベイに 8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-4 : (RW1225) 3x5.25"ベイに 12x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-5 : (RW335) 2x5.25"ベイに 3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-6 : (RW435) 3x5.25"ベイに 4x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-7 : (RW535) 3x5.25"ベイに 5x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-8 : (TL335) 2x5.25"ベイに 3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-9 : (TL435) 3x5.25"ベイに 4x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-10 : (TL535) 3x5.25"ベイに 5x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール 
オプション 5-11 : (TL135) 1x5.25"ベイに 1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール 
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