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【 Sharkoon社、優れた冷却性能と拡張性を備えた ATX対応                            

ミドルタワーPC ケース BW9000 シリーズを発表】 

 

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ、以下

Sharkoon 社)製ミドルタワーPC ケース「BW9000 シリーズ」の取り扱いを開始し、12 月 15 日(火)より販売開始 

いたします。 

Sharkoon 社 BW9000 シリーズは、おしゃれな外観とユーザビリティの高い内部レイアウトを備えた ATX 規格対応 

のミドルタワーケースです。PC の起動中は前面両脇のエアーインテーク上部がほのかに輝き、デザイン性を持ちつつ PC が

起動中であることを自己主張します。 

 

■主な製品特徴 

・ハイスタンダード PC ケース 

・アクリルウィンドウサイドパネル採用 

・ユーザビリティあふれる内部デザイン 

・最大 430mm までの拡張カードに対応 

・エアーフローを最適化するケースデザイン 

・容易なアクセスが可能なフロント I/O ポート 

・ツールレス構造 

 

■ハイスタンダード PC ケース 

Sharkoon BW9000-W ATX Midi Tower は、エレガントなデザインと優れた機能性を兼ね備えたソリッドなケースで

す。本製品にはラジエーター、ハイエンド CPU クーラー、ハイエンドグラフィックカードを搭載するスペースを用意しており、本

格的な水冷システムの構築にも対応できます。 
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■アクリルウィンドウサイドパネル採用 

Window バージョンは、アクリルサイドパネルを搭載し、フロントパネルのインダイレクトスポットライトと併せて上品な外観に

仕上がるよう計算されております。インダイレクトスポットライトのほのかなブルーLED、そしてリアに搭載されたブルーLED フ

ァンにより、人目を引くデザインとなっております。 

 

■最大 430mm までの拡張カードに対応 

SHA-BW9000 では、ゲームユースや GPGPU 処理などで人気のハイエンドグラフィックカードにも対応しています。出荷

時状態では、最長で 293mm までの拡張カード用のスペースを確保しており、HDD ケージの一部を取外すことで、最

大 430mm までの拡張カードが搭載可能になります。 

 

■ユーザビリティあふれる内部デザイン 

幅広いスペースとケース内部の独特な設計のにより、BW9000-V には様々なコンポーネントを取り付けるスペースを確

保しています。水冷ラジエーターにも対応しており、2 箇所の設置スペースを用意。トップパネルに 280 mm / 360 

mm のラジエーターを 1 基設置するスペースを用意。更に、フロントには 280 mm ラジエーターを 1 基設置可能です。 

 

■エアーフローを最適化するケースデザイン 

フロントパネルに 140 mm ファンを 2 基、リアルパネルに 120 mm ファンを 1 基標準搭載されています。ケースとして

は強力でありながらも、静音冷却を意識したソリューションを提供しています。 

更に、内部エアーフローを強化したい場合、トップパネルに 120 mm ファンを 3 基、或いは 140 mm ファンを 2 基増

設可能です。これにより、内部エアーフローが強化され、気流溜まりが軽減し、より効率の良いクーリングが可能です。ア

クセスが可能なフロント I/Oポート 

■ツールレス構造 

BW9000 は、5.25 インチのドライブベイを 2 つ備え、光学ドライブを取り付けることができます。付属の 3.5 インチオー

プンベイカバー(変換マウンタ兼用)を利用することで、カードリーダーやファンコントローラーなどの 3.5 インチデバイスを搭載

することも可能です。HDD 用には、最大 5 つの 3.5 インチ HDD ケージ、 2 つの 2.5 インチの HDD/SSD ケージが

用意されています。これらの 5.25 インチベイや HDD ケージは、すべてツールレス構造となっており、ユーザーは簡単にメ

ンテナンスが行うことができます。 

 

【BW9000V と BW9000Wの相違点】 

・アクリルウィンドウパネルの採用 

・標準搭載のリアファンが LED 仕様。 
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■製品名  SHA-BW9000V-B (ウインドウなし)  (JAN : 4571388251255)  

 SHA-BW9000W-B (ウインドウあり) (JAN : 4571388251262)  

 SHA-BW9000W-W (ウインドウあり) (JAN : 4571388251279) 

■店頭想定価格 SHA-BW9000V-B  \10,980 円前後(税抜き) 

SHA-BW9000W-B  \11,980 円前後(税抜き) 

SHA-BW9000W-W \11,980 円前後(税抜き) 

■製品 URL:  Sharkoon 社製品ページ 

  BW9000V     https://ja.sharkoon.com/product/1723/17959#desc 

  BW9000W   https://ja.sharkoon.com/product/1723/BW9000-W#desc 

  Youtube    https://youtu.be/YRNdHrP-vzA 

  DIRAC 社製品ページ   http://www.dirac.co.jp/sha-bw9000w/ 

 

■お問合せ    株式会社ディラック 電話：03-5298-3880 

              担当：斉藤（サイトウ） saito@dirac.co.jp  渡辺 watanabe@dirac.co.jp 

              その他お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp      

              ※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。 

 

■製品画像 

SHA-BW9000V 
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■製品画像 

SHA-BW9000W 

 

 

同シリーズ共通部分 
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製品名 BW9000V-B BW9000W-B BW9000W-W 

製品型番 SHA-BW9000V-B SHA-BW9000W-B SHA-BW9000W-W 

JAN コード 4571388251255 4571388251262 4571388251279 

カラー ブラック ブラック ホワイト 

製品寸法 (W)210mm – (H)490mm – (D)480mm 

製品重量 8Kg 

材質 

ボディ スチール/プラスティック 

ウィンドウパネル – アクリルウィンドウ 

5.25 インチベイ 2 

3.5 インチベイ 
外部 – 

内部 最大 5 基 ※1 

2.5 インチベイ 
外部 – 

内部 最大 2 基 ※1 

搭載ファン 

フロント 

出 

荷 

時 

140mm ×2 
オ 

プ 

シ 

ョ 

ン 

140mm ｘ2 

リア 120mm ｘ1 ※2 120mm ｘ1 

トップ – 120mm ｘ1 または 140mm ｘ2 

サイド – – 

ボトム – – 

外部 I/O ポート USB3.0 ｘ2 /USB2.0 ｘ2/ オーディオ ｘ1/マイク ｘ1 

拡張スロット数 7 

対応マザーボード ATX / MicroATX / Mini-ITX 

電源ユニット 無し/ATX(PS/2)規格電源搭載可能 

拡張カードスペース制限 HDD ケージ装着時：最長 293mm／ HDD ケージ取り外し時：最長 430mm 

CPU クーラー制限 高さ 165mm まで 

ラジエーター制限 トップ：厚さ 55mm(ラジエーター+ファン)／フロント：厚さ 65mm(ラジエーター+ファン) ※3 

電源ユニット最大奥行き 奥行き 260mm まで 

製品パッケージサイズ・総重量 (W) 280mm – (H) 555mm – (D) 550mm / 約 10Kg 

備考 

※1 搭載デバイス数は、組み合わせにより変動 ※2 BW9000W シリーズはブルーLED 仕様 

※3 フロントへラジエーターを取り付ける場合、中央部の HDD ケージを取り外す必要があります 

製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 

 


