[release_SHA-AM5S]
【Sharkoon 社 カーコーティング技術を採⽤した艶あるフロントパネルを備えた
静⾳ミドルタワーPC ケース『AM5 Silent』を発売 】

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 ATX ミドルタワ
ーケース「AM5 SILENT」を 10 ⽉ 6 ⽇(⾦)に発売いたします。
Sharkoon AM5 SILENT は、PC の存在感、⾒た⽬、静⾳性を意識しスタイリッシュな PC ケースです。
その⼤きな特⻑は、フロントパネルに⾃動⾞のカーコーティング技術を流⽤し、⾼級スポーツカーのような光沢ある艶やかな表⾯とな
っていることで、多くの⼈の⽬を⽌めます。そして、SILENT の名が⽰すとおり、内部には防⾳シートがフロント・トップ・両サイド
に貼付けられており⾼い静⾳性を誇っています。フロント側ファンスペースには⽔冷ラジエーターも取付け可能で、最⼤ 360mm ラ
ジエーターにも対応し、より強⼒で静⾳性の⾼い⽔冷システムを組み上げることも可能です、
内部構造は、５インチベイの排除や、3.5 インチ HDD ベイのボトム配置により広い内部空間を確保。最⻑ 400mm のハイエンドビデ
オカードもサポートしています。
チャンバー構造のボトムエリアでは、電源の他、3.5″HDD が最⼤ 3 基まで格納が可能なトンネル構造となっています。3.5″HDD ス
ペースのうち 2 スロットは 2.5″SSD/HDD と排他仕様となっており、2.5″SSD/HDD であれば、マザーボードトレイ裏の搭載スペー
スとあわせて、最⼤ 4 基まで格納が可能です。
艶やかな美観、そして静粛性に優れた PC を望むユーザーにとって、Sharkoon AM5 SILENT は価値の⾼い製品です。

■主な製品特徴
・カーコーティング技術により、スポーツカーの印象を彷彿させる艶あるフロントパネル
・防⾳シート装着済みで⾼い静⾳性
・ストレージデバイスの裏配置を採⽤し、統⼀感ある内部レイアウト
・400mm ⻑のハイエンドビデオカードもサポートする広い内部スペース
・フロント⽔冷ラジエーターをサポート
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■カーコーティング技術による艶あるフロントパネル
Sharkoon AM5 SILENT でまず⽬を⽌めるのがその艶(光沢)のあるフロントパネルです。⾃
動⾞塗装で利⽤されるカーコーティング技術を採⽤し、今までの PC ケースには少ない艶あ
るフロントパネルに仕上げました。
カラーラインナップも 3 種類を⽤意。どれも⾼級スポーツカーを彷彿させるカラーラインナ
ップとなっています。美しく、光沢感あるフロントパネルは PC の美観を次なるレベルに引
き上げます。

■防⾳シート装着済みで⾼い静⾳性
静⾳性に拘った Sharkoon AM5 SILENT では、両側サイドパネル、トップパネル、フロント
パネルには防⾳シートを装備し、優れた静⾳性を実現しました。
防⾳シートでの静⾳化にあたり、⾃作 PC に精通したユーザーが危惧するのが内部のエアフ
ローです。Sharkoon AM5 SILENT では標準でフロント 140mm ファン(×2)、リア
120mm ファン(×1)が備わっているため、エアフロー対策も万全です。
動作⾳を効果的に低減しながらもケース内部に最適なエアフローを確保する Sharkoon AM5
SILENT は、夜間の作業や、閑静な環境での PC 利⽤でその存在を⼤きく感じることでしょ
う。

■400mm ⻑のハイエンドビデオカードもサポートする広い内部スペース
内部スペースを広く確保できる Sharkoon AM5 SILENT であれば、⻑尺のハイエンドビデオ
カードの搭載も容易です。
最⼤ 400mm までの拡張カードをサポートするこのスペースにより、市販のビデオカードで
あれば、ほぼ全てのビデオカードの搭載が可能になっております。また、ビデオカードだけ
ではなく、ハイエンド RAID カードや特殊な拡張カードなど、多くの製品の搭載が可能でし
ょう。
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■フロント⽔冷ラジエーターをサポート
Sharkoon AM5 SILENT は、本格的な⽔冷システムを構築し、ノイズレベルを更に下げたい
ユーザーにもオススメしたい製品です。
Sharkoon AM5 SILENT ではフロントにラジエータースペースを⽤意し、最⼤で 360mm の
ラジエーターを搭載することが可能です。(※)ラジエーターに並ぶようにリザーバータンクを
配置すれば、効率的な本格⽔冷システムを構築することが可能です。
簡易⽔冷キットでお⼿軽に⽔冷クーリングを構築することも容易で、予算に合わせた⽔冷シス
テム構築を⾏なうことも可能です。
また、このファンスペースは、位置調整可能なネジ⽳となっており、ユーザー任意での位置調
整が可能です。
■製品名

AM5 SILENT RED

(製品型番︓SHA-AM5S-RD

JAN: 4044951020539)

AM5 SILENT BLUE

(製品型番︓SHA-AM5S-BU

JAN: 4044951020546)

AM5 SILENT TITANIUM (製品型番︓SHA-AM5S-TITAN
■希望⼩売価格

¥10,980 円前後（税抜き）

■製品 URL

http://www.dirac.co.jp/sha-am5s/

■メーカーURL

準備中

JAN: 4044951020553)

■製品仕様
AM5 Silent RED

製品名

AM5 Silent BLUE

AM5 Silent TITANIUM

製品型番

SHA-AM5S-RD

SHA-AM5S-BU

SHA-AM5S-TITAN

JAN コード

4044951020539

4044951020546

4044951020553

カラー

レッド

ブルー

チタン

(W)210mm – (H)465mm – (D)452mm / 8.2Kg

製品寸法/重量
材質

ボディ

スチール/プラスティック
ATX / MicroATX / Mini-ITX

対応マザーボード
5.25 インチベイ

－

3.5 インチベイ

内部

2.5 インチベイ

内部

最大 3 基 ※1
最大 4 基 ※1

前面
搭載ファン

背面

出荷時

140mm ×2

オプション

140mm ×2 または 120mm ×3

120mm ×1

(最大)

120mm ×1

外部 I/O ポート

USB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / オーディオ ×1 / マイク ×1

拡張スロット数

7

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

長さ 400mm

CPU クーラー制限

高さ 167mm まで

電源ユニット最大奥行き

奥行き 205mm まで

ラジエーター制限
製品保証
備考

フロント：

最大 360mm × 120mm (ファンを含み厚さ 5.5cm まで)
1年
※1 3.5″スロット(2 基)は 2.5″ストレージと互換
製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。
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■製品画像

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部
電話︓03-5298-3880 / e-mail︓info@dirac.co.jp
※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください

