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【Sharkoon 社 防⾳シート装着済み静⾳ミドルタワーPC ケース『AI7000 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「AI7000 Silent」を 9 ⽉ 5 ⽇(⽕)に発売いたします。 

Sharkoon AI7000 Silent はゲームに特化して設計された内部構造と外観を持つ ATX PC ケースです。クラシックブラックのすっきり

としたパネルデザインで、どこに置いても違和感の無い⾒た⽬となっております。 

SILENT の名が⽰すとおり、内部には防⾳シートが貼付けられており⾼い静⾳性となっております。さらに、フロント側ファンスペー

スは⽔冷ラジエーターにも対応しており、最⼤ 280mm サイズ製品もサポート。内部構造は Sharkoon が培ったケーブルマネージメ

ントシステムや底部の電源/HDD を多い隠すボトムカバーなど、⾒た⽬に拘るユーザーにも配慮した作りになっております。 

静⾳性に拘る⽇本⼈ユーザーにとって、Sharkoon AI7000 Silent はゲーミングだけではなく、ご家庭やオフィスなど様々な利⽤シー

ンでオススメできる製品と⾔えるでしょう。 

 

■主な製品特徴 

・防⾳シート装着済みで⾼い静⾳性 

・コンポーネントの設置に最適なスペースの活⽤ 

・ケーブルレスフロントパネルデザイン採⽤ 

・調整可能なファンスペース 

・取り外し可能なダストフィルター 

・スッキリとしたパネルデザインとカラーアクセントの 4 ⾊ラインナップ 

■防⾳シート装着済みで⾼い静⾳性 

Sharkoon AI7000 Silent には静⾳性を⾼めるべく、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、優れた静⾳性を保ち、静かな PC を求める⽅に最適で

す。そして、動作⾳を効果的に低減しながらも、ケース内部の最適なエアフローを確保して

います。 
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■コンポーネントの設置に最適なスペースの活⽤ 

プロゲーマーの要望に応えるため、様々なコンポーネントを設置できるようにケース内に

は⼗分なスペースが⽤意されています。 

電源ユニットと最⼤ 3 基の 3.5 インチハードドライブは、ケース底部のボトムカバー内に

独⽴して設置されます。他にもメインボードの後⽅に 2.5 インチドライブベイトレイ⽤の

設置スペースを 2 つ⽤意。便利な⼿回しネジを使うことで、最⼤ 2 基の 2.5 インチ

HDD/SSD を取り付けることが可能です。 

ケーブルホールを多数⽤意し、視覚的に効果的なケーブルマネージメントを構築すること

も可能です。 

⾼さ最⼤ 17.5 cm までの CPU クーラーにも対応し、マザーボードトレー上にあるカット

アウトを利⽤して容易に取り付けることができます。 

グラフィックカードは最⼤ 380mm ⻑製品に、電源ユニットは最⼤で奥⾏ 230mm の製品

をサポートしております。 

 

■ケーブルレスフロントパネルデザイン採⽤ 

Sharkoon AI7000 Silnet では、他の Sharkoon 製 PC ケースと同様に、フロントパネル裏

のケーブルを廃したケーブルレス設計となっております。 

ケーブルレス設計を採⽤することにより、5.25″/3.5″ドライブを簡単に取り付けられるよ

う設計されています。 

 

■調整可能なファンスペース 

AI7000 のフロント/リアには 140mm ファンがプリインストールされています。このファ

ンスペースには 120mm ファンも装着可能なようデザインされています。さらに、フロン

ト側では上下にファン位置の調整が可能なよう楕円状ねじ⽳となっています。 

Sharkoon 製 PC ケースではおなじみの⽔冷システムへの対応も AI7000 には提供されてい

ます。ケースフロント側最⼤ 280 mm のラジエータを取り付けるのに⼗分なスペースがあ

り、ファンを含め最⼤で全⾼ 5.7 cm までのコンポーネントに対応したスペースが備わっ

ています。 
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■製品名 AI7000 SILENT BLACK  (製品型番︓SHA-AI7000S-BK JAN: 4044951020812) 

  AI7000 SILENT RED (製品型番︓SHA-AI7000S-RD JAN: 4044951020829) 

  AI7000 SILENT GREEN (製品型番︓SHA-AI7000S-GN JAN: 4044951020836) 

  AI7000 SILENT BLUE (製品型番︓SHA-AI7000S-BU JAN: 4044951020843) 

■想定売価 ¥12,000 円前後（税抜き） 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/sha-ai7000s/ 

■メーカーURL https://ja.sharkoon.com/product/1723/AI7000Silent 

■製品仕様 

製品名 
AI7000 SILENT 

BLACK 
AI7000 SILENT 

RED 
AI7000 SILENT 

GREEN 
AI7000 SILENT 

BLUE 

製品型番 SHA-AI7000S-BK SHA-AI7000S-RD SHA-AI7000S-GN SHA-AI7000S-BU 

JAN コード 4044951020812 4044951020829 4044951020836 4044951020843 

カラー ブラック レッド グリーン ブルー  

製品寸法/ 重量 (W)210mm x (H)470mm x (D)446mm / 8.5Kg 

材質 
ボディ スチール/防音シート付 

ウィンドウパネル － 

対応マザーボード ATX 

5.25 インチベイ 2 

3.5 インチベイ 内部 3 ※ 

2.5 インチベイ 内部 2 ※ 

搭載ファン 

前面 

出荷時 

140mm ｘ2 

オプション 
(最大搭載数) 

140mm ｘ2 

背面 140mm ｘ1 140mm ｘ1 

上面 － － 

側面 － － 

底面 － － 

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 

電源 無し / ATX 規格電源に対応 

拡張カードスペース制限 最長 380mm 

CPU クーラー制限 最高 175mm 

電源ユニット最大奥行き 奥行 230mm 

ラジエーター制限 

フロント： 280mm ラジエーター / 厚み 57mm 

リア： － 

トップ： － 

ボトム： － 

製品保証 1 年 

備考 
※組み合わせおよび配置方法により変動 

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 

 


