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【Sharkoon 社 初のフルアルミ製キューブ型ケース「CA シリーズ」発売開始】

株式会社ディラック PC 事業部は独 Sharkoon 社製、ミドルタワーケース「SHA-CA-M シリーズ」な
らびに「SHA-CA-I シリーズ」を 2014 年 12 月 5 日(金)より発売開始いたします。
■Sharkoon 初のフルアルミ製 PC ケース
SHA-CA シリーズは、Sharkoon 社初のフルアルミ製キューブ型ケース。カラーバリエーションはブ
ラックとシルバーを用意。CA-M シリーズは、Mini-ITX/Micro-ATX フォームファクターに対応、CAI シリーズは Mini-ITX 専用の製品です。
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■省スペース向けのキューブ型
CA シリーズは、省スペース向けとして、キューブ型を採用。設置面積が少なく、さほどスペースを
必要としません。
ストレージディスクデバイスは CA-I シリーズは最大で 2 基、CA-M シリーズでは最大 3 基搭載可
能、いずれも 2.5 インチディスクと 3.5 インチディスクを組み合わせて搭載する事が可能です。また
冷却用ファンとして、CA シリーズは上部に 120mm ファンを 1 基搭載。この他、オプションとして
背面部に 60mm ファンを 1 基搭載が可能となっております。電源ユニットは、ATX 仕様をサポート
この他、CA シリーズでは、USB3.0 ポートを 2 基・USB2.0 ポートを 2 基、総計 4 基の USB ポート
を用意し、利便性を確保しております。
■主な製品仕様(CA-I シリーズ)
・Mini-ITX 専用フルアルミ製省スペースキューブ型 PC ケース
・ディスクデバイスは最大 2 基搭載可能
・上面には 120mm ファンを標準搭載
・ATX 仕様電源ユニット搭載可能
・USB3.0 ポート 2 基・USB3.0 ポート 2 基の総計 4 基
■主な製品仕様(CA-M シリーズ)
・Micro-ATX 対応フルアルミ製省スペースキューブ型 PC ケース
・ディスクデバイスは最大 3 基搭載可能
・上面には 120mm ファンを標準搭載
・ATX 仕様電源ユニット搭載可能
・USB3.0 ポート 2 基・USB3.0 ポート 2 基の総計 4 基

■製品名
SHA-CA-M-B(Mini-ITX 対応/ブラック)
SHA-CA-M-S(Mini-ITX 対応/シルバー)
SHA-CA-I-B(MicroATX 対応/ブラック)
SHA-CA-I-S(MicroATX 対応/シルバー)

Jan
Jan
Jan
Jan

:
:
:
:

4571388251125
4571388251132
4571388251156
4571388251163
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■店頭想定価格
SHA-CA-M シリーズ \9,000 円前後(税別)
SHA-CA-I シリーズ \8,000 円前後(税別)
製品仕様(SHA-CA-M シリーズ)
SHA-CA-M-B/4571388251125

製品名/JAN コード

SHA-CA-M-S/4571388251132

製品寸法

(W)225mm-(H)285mm-(D)270mm
SHA-CA-M-B/ブラック

ボディカラー

SHA-CA-M-S/シルバー

ボディ材質

アルミ

5.25 インチベイ

なし

外部 3.5 インチベイ

なし

内部 3.5 インチベイ

最大 2 基(2.5"と排他仕様)

内部 2.5 インチベイ

最大 3 基(3.5"と排他仕様)

搭載ファン

前面

-

背面

-

上面

出荷時

-

120mm x 1

側面

-

底面

-

オプション
(最大数)

60mm x 1
-

外部 I/O ポート

USB3.0 2 基/USB2.0 2 基/オーディオ入出力

拡張スロット数

2基

対応マザーボード

Micro-ATX/Mini-ITX

対応電源ユニット

ATX 仕様(オプション)

拡張カードスペース

250mm

CPU クーラー最大高

105mm

電源ユニット最大奥行き

230mm

製品重量

約 2kg

製品パッケージサイズ・総重量

320mm-295mm-310mm/約 4kg
3.5”ディスク搭載の場合、拡張スロットの最下段に増設が出来ません

備考
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます
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製品仕様(SHA-CA-I シリーズ)
SHA-CA-I-B/4571388251156

製品名/JAN コード

SHA-CA-I-S/4571388251163

製品寸法

(W)225mm-(H)259mm-(D)213mm
SHA-CA-I-B/ブラック
SHA-CA-I-S/シルバー

ボディ材質

アルミ

5.25 インチベイ

なし

外部 3.5 インチベイ

なし

内部 3.5 インチベイ

最大 1 基(2.5"と排他仕様)

内部 2.5 インチベイ

最大 2 基(3.5"と排他仕様)

搭載ファン

前面

-

背面

-

上面

出荷時

-

120mm x 1

側面

-

底面

-

オプション
(最大数)

60mm x 1
-

外部 I/O ポート

USB3.0 2 基/USB2.0 2 基/オーディオ入出力

拡張スロット数

4基

対応マザーボード

Mini-ITX

対応電源ユニット

ATX 仕様(オプション)

拡張カードスペース

207mm

CPU クーラー最大高

105mm

電源ユニット最大奥行き

180mm

製品重量

約 1.5kg

製品パッケージサイズ・総重量

466mm-225mm-500mm/約 4kg

備考
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます
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製品画像

SHA-CA-M シリーズ

SHA-CA-I シリーズ
◆お問合せ
株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880
担当：斉藤（サイトウ） saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp
WEB(SAH-CA-M シリーズ)：http://www.dirac.co.jp/sha-ca-m-series/
WEB(SAH-CA-I シリーズ)：http://www.dirac.co.jp/sha-ca-i-series/
画像データ : http://www.dirac.jp/download/sha-ca-series-pict.zip
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。

