
[release_M25W]   
 

 

【 業界初 7.1ｃｈ USB サウンドユニットと PC ケースが融合                  
次世代 PC ケース 「M25-W」が Sharkoon 社からリリース 】 

 

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、
業界初となる 7.1ｃｈUSB サウンドユニットを標準搭載した次世代 PC ケース「M25-W」の取り扱いを開始し、10 ⽉ 18 ⽇
(⽕)より販売開始いたします。 
 
Sharkoon 社の M25-W シリーズは、ミニマルデザインを採⽤した ATX ミドルタワーPC ケースです。 
M25-W は多彩な搭載オプション、すっきりとした外観、整然とした内装が特⻑となっており、ホワイトとブラックの 2 ⾊が⽤意されて
います。 
⼤型のアクリルサイドパネルを備え、内部を隅々まで⾒渡せることができます。また背⾯に装備されている LED ファンの照明により、
ケース内部を上品に照らし出します。 
M25-W 最⼤の特⻑は業界初（当社調べ）となる 7.1USB サウンドユニットの標準搭載です。なお M25-W シリーズの発売と
同時に Sharkoon 社公式サイトより、オリジナル 7.1 オーディオコントロールソフトウェアをダウンロードが可能となります。⾼⾳質な
オーディオ再⽣や迫⼒あるゲームサウンドと、ユーザー様の PC ライフをより⼀層豊かなものに出来ると確信しております。 
 
 

■主な製品特徴 
   ・7.1USB サラウンドサウンドユニット搭載 
                   ・整理された内部配置 
   ・ケーブルレスのフロントパネルデザイン 
    ・完璧なエアフローを⽬指す最適化されたデザイン 
     ・充実のフロントポート 
    ・さまざまな⽤途に対応する搭載オプション 
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■7.1ch USB サラウンドサウンド搭載 
標準搭載された 7.1 USB サウンドユニットは、ケースのフロントコネクタに接続されています。ヘッドセットをフロントにあるオーディオコネク
タに接続して利⽤、スピーカーはオンボードサウンドのオーディオコネクタに接続して利⽤可能です。 
付属オーディオソフトウェアは Windows 対応で 7.1 サラウンドサウンド、イコライザー、エフェクト、マイクブーストなどのカスタマイズ設定
が可能です。 
また、ユーザー様の設定は 4
つのプロファイルに保存が可能
です。 
USB を採⽤することにより、マ
ザーボードへの接続が⾮常に
簡単になっています。 

 
 
■整理された内部配置 
 ケース内部はオリジナル構造により、さまざまなパーツを簡単に設置することができます。 
 ケーブルの取り回しに関しても⼯夫がなされていて、ケーブルを⽬⽴たせずに 
 配線することができます。同時にこの配線によりケース内部の気流に影響す       
 ることはありません。 
 電源ユニットと 3.5 インチハードディスク 3 基まではケース底部にあるトンネ 
 ル部に設置でき、外観を損なうこともありません。 
 また、防振デザインを採⽤し、静⾳性にも優れています。 
 トンネルの側⾯と前⾯にエアベントを設けることで、ハードディスクの最適な冷 
 却を確保します。  
 

■ケーブルレスのフロントパネルデザイン/最新のフロントコネクタ 
M25-W の⼤きな特⻑の⼀つにケーブルレスのフロントパネルデザインが 
あります。フロントパネルとパネルケーブルが接続されていないため、 
パネルの脱着で断線するといったトラブルとは無縁、容易にフロントパネルを 
取り外すことができます。またこれにより 5.25 インチ、3.5 インチドライブの 
取り付けを驚くほどスムースに⾏うことができます。 
フロントパネルには USB 3.0 ポート２基とオーディオポートが設けられ、 
周辺機器の接続を速やかに⾏うことができます。 
USB3.0 ポートは 19 ピンマザーボードコネクタを介して接続します。 
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■完璧なエアフローを⽬指す最適化されたデザイン 
  メッシュフロントパネルの奥には、多数の吸気⼝が設けられ、 
 外気をしっかりと取り⼊れます。また、フロントパネルにはダストフィルターを 
 標準装備、さらに最⼤ 2 基の 120mm ファンまたは 140mm ファンを 
 設置することが可能。なお 2 基の 120mm ファンは標準装備となっています。 
  M25-W は⽔冷システムの運⽤にも柔軟に対応します。 
 ケース前⾯にはファンを含んで厚さ最⼤ 50mm の 240mm、あるいは 
 280mm サイズのラジエーターを設置することができます。 
  ケースのリアパネルには 120 mm の LED ファンが標準搭載されています。 
  さらにご希望に応じて、マグネット固定されたトップフィルターの下に 3 基の 
 120 mm または 2 基の 140mm ファンを取り付けることも可能です。 
 ネジ⽳は位置調整可能なタイプとなっており、ファンや ラジエーターを 
 最適な位置に取り付けることができます。 
 
 
 

■さまざまな⽤途に対応する搭載オプション 
M25-W のドライブベイは、ツール不要のロック機能が備わった 2 つの 5.25 インチドライブベイで構成されています。 
この 5.25 インチに 3.5 インチのベイカバーを取り付けることで、例えば、2 基の    
うち 1 基の 5.25 インチドライブベイを 3.5 インチカードリーダー⽤に使うことができ
ます。また、必要に応じて 2.5 インチ HDD/SSD2 基を搭載することもできます。 
本体ケース内部にさらなるスペースが必要な場合は、ねじ込み式ドライブベイを完
全に取り外すことも可能です。 
ケース底部には取付⽤フレームを介して最⼤ 2 基の 3.5 インチハードディスク、ま
たは 2 基の 2.5 インチ HDD/SSD を取り付けることができます。さらにケース底
部には、3.5 インチドライブ 1 基分のスペースが⽤意されています。 
M25-W メインボードトレイの後⽅とトンネル上には、 2.5 インチドライブベイトレイ
⽤の取付スペースが２基分⽤意され、⼿回しできる蝶ネジで最⼤ 2 基の 2.5 イ
ンチ HDD/SSD を搭載可能です。 

■製品名 SHA-M25W-B          (JAN : 4571388251323) 

SHA-M25W-W   (JAN : 4571388251330) 

■店頭想定価格  SHA-M25W-B   \8,980 円前後(税抜き) 
SHA-M25W-W  \8,980 円前後(税抜き) 

■製品 URL:   Sharkoon 社製品ページ     https://ja.sharkoon.com/product/1723/M25-W#desc 

   DIRAC 社製品ページ        http://www.dirac.co.jp/sha-m25/ 
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■製品仕様 
製品名 M25W-B M25W-W 

製品型番 SHA-M25W-B SHA-M25W-W 

JAN コード 4571388251323 4571388251330 

カラー ブラック ホワイト 

製品⼨法 (W)210mm – (H)465mm – (D)450mm 

製品重量 6.5Kg 

材質 ボディ スチール / プラスチック 

ウィンドウパネル アクリル 

5.25 インチベイ 2 ※うち 1 基は 3.5”ベイと共⽤ 

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 3 (1+2) ※2 基は 2.5”ストレージと共⽤ 

2.5 インチ

ベイ 

外部 – 

内部 4 (2+2) ※2 基は 3.5”ストレージと共⽤ 

搭載ファ

ン 

フロント 出 

荷 

時 

120mm x 2 最 

⼤ 

数 

 

120mm ｘ2 

リア 120mm ｘ1 (LED) 120mm ｘ1 

トップ – 120mm x 3 / 140mm ｘ 2 

サイド – – 

ボトム – – 

外部 I/O ポート USB3.0 ｘ2 / HD-Audio ｘ1 / 7.1ch サウンドユニット搭載(内部 USB) 

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 最⻑ 400mm まで 

CPU クーラー制限 ⾼さ 167mm まで 

ラジエーター制限 フロント：厚さ 50mm(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 205mm まで 

製品パッケージサイズ・総重量 (W) 260mm – (H) 525mm – (D) 510mm / 7Kg 

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。 
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■製品画像 

      

       
 

■お問合せ    株式会社ディラック 電話：03-5298-3880 

              担当：⻫藤（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。 

 


