バージョン

アクリルサイドパネル

メタルサイドパネル

フロントパネル:
1 x 120 mm ファン (標準搭載)
またはラジエーター (オプション)

フロントパネル:
1 x 120 mm ファン (標準搭載)
またはラジエーター (オプション)

リアパネル:
1x 120 mm LED ファン
（標準搭載）

リアパネル:
1x 120 mm ファン（標準搭載）

トップパネル:
3 x 120 mm または
2x 140 mm ファン(オプション)

サイドパネル:
1x 120 mm ファン（オプション）

小型デザイン

電源ユニットトンネル
小型のS1000では、micro-ATXケース初と
なるトンネルが組み込まれています。
それ
によって、電源ユニットとハードドライブ
をケースの底部に見えないように取り付け
ることができます。

多様なインストールオプション
取り外し可能なドライブベイ

Max. Height CPU Cooler:
S1000: 15.5 cm
S1000 Window: 15 cm

5.25インチまたは 3.5インチ 外部

取付ブラケット、2.5 インチ HDD/
SSD を最大 2 つ取付け可能

電源ユニット長さ最大: 24 cm

2 x 3.5 インチ HDD
または
2 x 2.5 インチ SSD

実用的なケーブル通し口

整然とした内部配置
電源ユニット、3 x 3.5インチまたは 2 x 2.5インチのHDDを、
ケース底部のトンネルに隠すことで、見栄えをよく取り付け
ることができます。

ハードドライブの最適な冷却を確保する
エアベント

移動可能なHDDケージ

洗練されたソリューション

ケーブルレスフロントパネル

取り出し可能なダストフィルター

電源ユニット防振ゴムを採用

ボトムパネルに取り外し
可能なダストフィルター
を装備

トップパネルにマグネット式
ダストフィルターを装備 (S1000 Window)

柔軟なファン取り付けオプション

フロントパネル

2x 140 mm ファン

（オプション）

280 mm ラジエーター

（オプション）

2x 120 mm ファン

(1x 標準搭載)

だ円形の切り口によって、
ファンやラジエーターを
最適な位置に取り付ける

トップパネル (S1000 Window)

3x 120 mm ファン

（オプション）

2x 140 mm ファン

（オプション）

仕様

基本情報:

 フォームファクタ:

 拡張カードスロット:
 内部塗装:

 ツール不要のデバイス取り付け設計:
 ケーブルマネジメントシステム:

 サイドパネル:
 カラー:
 重量:

Micro-ATX

Micro-ATX

4

4













メタル

アクリル

ブラック

ブラック

5.5 kg

4.8 kg

45.3 x 19.5 x 40.2 cm

45.3 x 19.5 x 40.2 cm

 寸法 (L x W x H):

I/O:

 USB 3.0（フロント）:

2

2





1

1

 3.5インチデバイス用5.25インチベイカバー: 1
2
 3.5インチまたは2.5インチ:

1

2

2

 オーディオ
（フロント）:

ドライブベイ:

 5.25インチまたは 3.5インチ 外部:

 2.5インチ:

ファンの配置:

2

1 x 120 mm ファン (標準搭載)

 フロントパネル:

またはラジエーター (オプション)
1x 120 mm ファン（オプション）

 サイドパネル:

1x 120 mm ファン（標準搭載）

 リアパネル:

 トップパネル:

1 x 120 mm ファン (標準搭載)

またはラジエーター (オプション)
-

1x 120 mm LED ファン（標準搭載）

-

3 x 120 mm または

Mini-ITX, Micro-ATX

Mini-ITX, Micro-ATX

40 cm

40 cm

15.5 cm

15.0 cm

24.0 cm

24.0 cm

2 x 140 mm ファン (オプション)

互換性:

 メインボード:

 グラフィックカード長さ最大:

 CPU クーラー高さ最大:
 電源ユニット長さ最大:

 ファン搭載ラジエーター高さ最大 (フロント): 5.9 cm

S1000

S1000 Window

5.9 cm

外箱

梱包単位: 1
寸法 (L x W x H): 512 x 260 x 443 mm
重量: S1000: 6,33 kg / S1000 Window: 5,64 kg
関税番号: 84733080
原産国: 中国

www.sharkoon.com/jp

