
ケース



ケースバージョン

カラー: ブラック / ホワイト 

 アクリルサイドパネル
 2x USB 3.0
 フロントパネル: 2x 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) 
 トップパネル: 3x 120 mm または  
 2x 140 mm ファン (オプション) 

 スチールサイドパネル
 2x USB 3.0
 フロントパネル: 2x 120 mm ファン
 (1x 標準搭載, 1x オプション) 
 またはラジエーター (オプション) 
 リアパネル: 1x 120 mm ファン (標準搭載)
 トップパネル: 3x 120 mm または  
 2x 140 mm ファン (オプション)



バーチャル7.1サウンド

M25-W ケースに業界初のサウンドカードが搭載され、
USB でメインボードに簡単接続することができのが特徴の一つです。

7.1 オーディオソフトウェア

7.1 オーディオ
ソフトウェア

イコライザー機能

オーディオソフトウエアは、当社サイト www.sharkoon.com からダウンロードできる。
EQ の個別調整とマイクブーストなどの効果設定が行われる。
全ての設定は 4 つのプロファイルに保存できる。  



多様なインストールオプション

450 mm

465 mm

CPU クーラー
高さ最大 

16.7 cm
まで対応可能

5.25 インチ ODD
または 2x 2.5 インチ HDD/SSD

5.25 インチ ODD
または 2x 2.5 インチ HDD/SSD

2.5 インチ
HDD/SSD

グラフィックカード長さ、最大 40 cm まで対応可能グラフィックカード長さ、最大 40 cm まで対応可能

2.5 インチ
HDD/SSD

電源ユニット長さ、
最大 20.5 cm まで対応可能

3x 3.5 インチ HDD
または 2x 2.5 インチ SSD

取り外し可能なドライブ用の
取付ブラケット

取付ブラケット、2.5 インチ HDD/
SSD を最大 2 つ取付け可能

トンネル上の
取付けオプション

整然とした内部配置

ハードドライブの最適な冷却を確保する
エアベント

ケース底部にある増設スペース 

電源ユニットと 3.5 インチハードドライブを最大 3 基までケース底部にあるトンネルに設置でき、
外観を損なうことはない。



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

取り外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



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

280 mm ラジエーター

2x 120 mm ファン

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 

3x 120 mm ファン 2x 140 mm ファン



ケース

完ぺきなエアフローを実現する最適なデザイン

ホットエア
エキゾースト
（排気）

クールエアインテーク
（吸気）

クールエアインテーク
（吸気）



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:
 寸法 (L x W x H):

ATX
7



アクリル
ブラック, ホワイト
6.5 kg
45.0 x 21.0 x 46.5 cm

ATX
7



スチール
ブラック
6.5 kg
45.0 x 21.0 x 46.5 cm

I/O:
 USB 3.0 (フロント):
 Audio (フロント):

2*


2*


ドライブベイ:
 5.25 インチ:
 5.25 インチまたは 3.5 インチ:
 3.5 インチデバイス用
 5.25 インチベイカバー:
 3.5 インチ:
 3.5 インチまたは 2.5 インチ:
 2.5 インチ:

1
1

1
1
2
2

1
1

1
1
2
2

ファンの配置: 
 フロントパネル: 

 リアパネル: 
 トップパネル:

2x 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)
3x 120 mm または 2x 140 mm ファン 
(オプション)** 

2x 120 mm ファン  
(1x 標準搭載, 1x オプション) 
またはラジエーター (オプション)
1x 120 mm ファン (標準搭載)
3x 120 mm または 2x 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):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40.0 cm
16.7 cm
20.5 cm

5.5 cm

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40.0 cm
16.7 cm
20.5 cm

5.5 cm

 注意事項: * USB 2.0 プラグ付き 19 ピン
    メインボードコネクタ

** 5.25 インチドライブ用の
      取付ブラケットを取り外す
      必要がある

* USB 2.0 プラグ付き 19 ピン
    メインボードコネクタ

** 5.25 インチドライブ用の
      取付ブラケットを取り外す
      必要がある

M25-V M25-W ブラック M25-W ホワイト
外箱
PU: 1
寸法: 512 x 255 x 516 mm (L x W x H)
重量: 7 kg
関税番号: 84733080
原産国: 中国

www.sharkoon.com/jp


