
[release_BW9000_Series ]   
 

【 Sharkoon社、側板に強化ガラスを採用したチャンバー構造の                            

ゲーミングミドルタワーPC ケース DG7000-G 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)製の側板

に強化ガラスを採用したチャンバー構造のゲーミングミドルタワーPC ケース「DG7000-G シリーズ」の取り扱いを開始し、8 月 24 日(水)

より販売開始いたします。 

 

～ゲーマー達の厳しい要求に応えた PC ケース～ 

Sharkoon DG7000-G はゲーマー向けに特別デザインされたモデルで、ユニークな外観と驚異的な構造が印象的なケースです。左側

面パネルは一面に強化ガラスを採用。内部のケーブルマネージメントシステムとあいまって、パネルを通じていつでも美しい外観を演出しま

す。トレンドを意識した内部デザインにより、外観だけでなく、内部も美しさを演出。隠せるデバイスは隠し、魅せるべく箇所は見せる構造と

なっております。 

 

■主な製品特徴 

・ゲーマーの要望に応えたユニークな外観と統一感あるカラーマッチング 

・側面パネル一面に強化ガラスを採用 

・デバイス遮蔽にも採用されるチャンバー構造 

・2 基の光学ドライブと最大 5 基の HDD が搭載可能な内部ギミック 

・3 基のファンによる強力なエアーフロー 

 

■ゲーマーの要望に応えたユニークな外観と統一感あるカラーマッチング 

DG7000-G はゲーマー向けにデザインされた PC ケースです。 

ユニークなフロントパネルと、それを演出する LED ファンにより、ケース全体の存在感をアピールします。LED ファンは内部カラーと統一され

ており、Sharkoon では王道のブルー、レッド、グリーンを用意さらに、左側面一面に採用された強化ガラス製サイドパネルにより、内部構

造を見せることが可能で、ゲームデバイスとして PC を際立たせます。 
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■側面パネル一面に強化ガラスを採用 

左側面パネルには、流行を取り入れた強化ガラスを採用。 

覗き窓ではなく、全面に採用することにより、他の PC ケースと一線を画すデザインになっています。整えた内部構造をより美しく見せる強

化ガラスは、それまで主流だったアクリル素材に対するアンチテーゼとなるでしょう。 

 

■デバイス遮蔽にも採用されるチャンバー構造 

内部構造には、チャンバー構造を採用。 

本来、チャンバー構造は冷却への一手段として採用されますが、DG7000-G では美観にコンセプトを当てた採用になります。チャンバー

構造の利点は熱区分にありますが、副次的なメリットとしてデバイスを目立たなくさせることがあります。DG7000-G ではこの副次的な要

素に着目。強化ガラスサイドパネルを用いた際に目に入る無粋なデバイスを隠すべく採用されており、電源や HDD スペースとして活用さ

れます。 

 

■2 基の光学ドライブと最大 5 基の HDD が搭載可能な内部ギミック 

各種ドライブの搭載数は、満足のいくものでしょう。光学ドライブの不要論が囁かれるなか、最大で 2 基の 5.25 インチベイを完備。3.5

インチオープンベイ用ベゼルも付属しています。3.5 インチ HDD は最大で 3 基、2.5 インチ HDD は 2 基まで搭載可能。3.5 インチ

HDD はケースボトム部の専用スペースに搭載され、チャンバー構造により他のエリアへの熱伝搬が妨げられるようなっております。2.5 イン

チ HDD はマザーボードトレイ裏に装備。スペースの有効活用と今後の SSD 需要を見越した容易な換装も見込んでいます。 

 

■3 基のファンによる強力なエアーフロー 

出荷時には、標準で 3 基のファンが採用。フロント 2 基/リア 1 基の 140mm ファンが装着されており、オーソドックスでありながらも強力

なエアーフローを発生させます。フロント側には水冷ラジエーターも搭載可能な設計がされており、280mm/5.7cm 厚(ファン含)の製品

が搭載可能です。さらに、トップには追加のファンスペースが用意されており、120mm または 140mm ファンを 2 基まで増設可能です。 

 

■製品名 SHA-DG7000-GB (ブルー)     (JAN : 4571388251255)  

SHA-DG7000-GN (グリーン) (JAN : 4571388251262)  

SHA-DG7000-GR (レッド)  (JAN : 4571388251279) 

■店頭想定価格 SHA-DG7000-GB  \11,980 円前後(税抜き) 

SHA-DG7000-GN  \11,980 円前後(税抜き) 

SHA-DG7000-GR         \11,980 円前後(税抜き) 

■製品 URL:  Sharkoon 社製品ページ 

  DG7000-G     http://ja.sharkoon.com/product/1723/DG7000-G#specs 

  Youtube    https://youtu.be/h3-MTcJ-Qdo ※動画はアクリル側板モデルの「DG7000」 

  DIRAC 社製品ページ   http://www.dirac.co.jp/sha-dg7000-g/ 

■製品画像 

 

https://youtu.be/h3-MTcJ-Qdo
http://www.dirac.co.jp/sha-dg7000-g/
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■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。 

mailto:saito@dirac.co.jp
mailto:mwatanabe@dirac.co.jp
mailto:info@dirac.co.jp
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■製品仕様 

製品名 DG7000-GB DG7000-GN DG7000-GR 

製品型番 SHA-DG7000-GB SHA-DG7000-GN SHA-DG7000-GR 

JAN コード 4571388251286 4571388251293 4571388251309 

カラー ブルー グリーン レッド 

製品寸法 (W)210mm – (H)470mm – (D)470mm 

製品重量 7.2Kg 

材質 

ボディ スチール / プラスチック 

ウィンドウパネル 強化ガラス 

5.25 インチベイ 2 

3.5 インチベイ 

外部 ※付属 3.5 オープンベイベゼルにて 

内部 最大 3 基 ※ 

2.5 インチベイ 

外部 – 

内部 最大 2 基 

搭載ファン 

フロント 

出 

荷 

時 

140mm ×2 (LED) 
オ 

プ 

シ 

ョ 

ン 

140mm/120mm ｘ2 

リア 140mm ｘ1 (LED) 140mm/120mm ｘ1 

トップ – 140mm/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 最長 380mm まで 

CPU クーラー制限 高さ 175mm まで 

ラジエーター制限 フロント：厚さ 57mm(ラジエーター+ファン)まで 

電源ユニット最大奥行き 奥行き 230mm まで 

製品パッケージサイズ・総重量 (W) 270mm – (H) 535mm – (D) 510mm / 9.1Kg 

備考 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 

 


