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【Sharkoon 社 ビジネスからゲーミングまで幅広用途を担う 

チャンバー構造のミドルタワーPC ケース『VS7』『VS7 Window』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)製 チャンバー構造のミドルタワーPC

ケース「VS7」「VS7 Window」を 2018 年 10 月 9 日(火)に発売いたします。 

「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、ユーザーの

趣向に合わせたデザインを選択可能です。ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブル

マネジメントスペースにより、配線を極限まで隠した美しい PC を作成可能です。拡張性も高く、長さ 400mm のビデオカードや高さ

約 165mm の CPU クーラーに対応。また、ビジネス面で需要が高い光学ドライブ用５インチベイスロットを 2 つ用意。さらに、

120mm ファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 

■主な製品特徴 

・シンプルで使いやすいフロントデザイン 

・フロント 120mm x2（VS7 は１）、リア 120mm x1 の標準装備ファンによる優れた冷却性能 

・高い拡張性と作りやすさを考慮したドライブベイ構成 

・優れた利便性と万全の防塵対策 

 

 

■製品名  VS7(製品型番：SHA-VS7-VBK  JAN: 4044951021758) 

■希望小売価格  6,480 円（税別） 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sha-vs7_vs7-w/ 

■メーカーURL     https://ja.sharkoon.com/product/1723/21758 

 

■製品名  VS7 Window(製品型番：SHA-VS7-WBK  JAN: 4044951021765) 

■希望小売価格  6,980 円（税別） 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sha-vs7_vs7-w/ 

■メーカーURL     https://ja.sharkoon.com/product/1723/21765 

http://www.dirac.co.jp/sha-vs7_vs7-w/
https://ja.sharkoon.com/product/1723/21758
http://www.dirac.co.jp/sha-vs7_vs7-w/
https://ja.sharkoon.com/product/1723/21765


[release_SHA-VS7/SHA-VS7-W]   
 

 

■複数の標準装備ファンによる優れた冷却性能 

VS7 はフロント・リアそれぞれに 120mm ファンを 1 基

ずつ、VS7 Window はフロントに 120mm ファン 2 基、

リアには 120mm LED ファンを搭載しています。この標

準ファンだけでも吸気と排気のエアフローを満たすこと

が可能です。 

さらなる冷却を求める場合、VS7 にはサイドパネルに最

大 2 基、VS7 Window はトップに最大 3 基のファンを増

設することができます。 

 

 

■高い拡張性と作りやすさを考慮したドライブベイ構成 

チャンバー内の 3.5 インチベイには 3.5 インチ HDD を 2 基、マザーボードトレイの裏面に

は、2.5 インチ HDD/SSD を 2 基取り付けられます。また、5 インチベイを２つ装備します

ので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用

することも可能です。 

最長 40cm のグラフィックカード、高さ 16.5cm の CPU クーラー等のハイエンドパーツを

搭載できますので、高性能ゲーミング PC の構築も容易です。またこれらハイエンドパーツ

の冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 

 

 

 

 

■優れた利便性と万全の防塵対策 

フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータス LED、電源ボタン、リセ

ットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すこと

が可能です。そのため、フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダス

トフィルターのメンテナンスも簡単です。 

ダストフィルターは底面、そして VS7 Window はトップにも搭載しています。ケース内部へ

のホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PC の寿命・安定動作に寄与することがで

きるでしょう。 
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■製品仕様 

製品名 VS7 VS7 Window 

製品型番 SHA-VS7-VBK SHA-VS7-WBK 

JAN コード 4044951021758  4044951021765  

カラー ブラック 

製品寸法 (W) 221mm × (H) 473mm × (D) 450mm 

製品重量 5.52kg 5.57kg 

サイドパネル スチール アクリル 

対応マザーボード ATX / Micro-ATX / Mini-ITX 

5.25 インチベイ 2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2 互換) 

3.5 インチベイ 2(2.5″HDD 互換) 

2.5 インチベイ 2 

搭載ファン 

フロント 

出荷時 

120mm ×1（VS7） 

/ 120mm x2 

（VS7 Window） 

オプション 

（最大数） 

120/140mm ×2 

リア 

120mm ×1（VS7）/ 

120mm LED x1 

（VS7 Window） 

120/140mm ×1 

トップ 

（VS7 Window のみ） 
－ 

120mm ×3 または 

140mm×2 

サイド（VS7 のみ） － 120mm ×2 

外部 I/O ポート USB3.0 ×2 / Audio / Mic 

拡張スロット数 7 

電源 無し / ATX(PS/2)規格電源に対応 

拡張カードスペース制限 400mm のビデオカードまで対応 

CPU クーラー制限 165mm 

電源ユニット最大奥行き 240mm 

ラジエーター制限 

フロント： 最大 140mm × 280mm  × 厚さ 59mm 

リア： － 

トップ： 最大 120mm × 360mm × 厚さ 50mm（VS7 Window のみ） 

ボトム： － 

製品保証 1 年 

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。   

 

■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 

mailto:info@dirac.co.jp
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■製品画像(VS7)  

 

 

 

 

 

 

■製品画像（VS7 Window） 

 

 

 


