


エアインレットと
ブルーのLED ファン

エアインレットと
グリーンのLED ファン

エアインレットと
レッドのLED ファン

AI7000 GLASSAI7000 GLASSAI7000 GLASS

BLUE GREEN RED
ブラックのエアインレットと
ブルーのLED ファン

AI7000 GLASS

BLACK

 頑丈な ATX ミドルタワー
 強化ガラスサイドパネル
 ケーブルマネジメントシステム

 ケーブルレスフロントパネルデザイン
 可変なファン配置
 取り外し可能なダストフィルター

カラー

特徴



メッシュスロットパネルを採用し、
効果的な空気循環を実現 

取り外し可能な電源部ダストフィルターと
ノイズ吸収ラバー足

2 つの 2.5 インチ HDD/SSD
垂直設置用マウンタ

3 x 3.5 インチ HDD
または

2 x 2.5 インチ SSD
電源ユニット長さ、最大 

23 cm まで対応可能

さまざまな機能

ツール不要で 5.25 インチドライブを
2 基取り付ける

3 つの内蔵 3.5 インチハードドライブ用
の防振マウンタ

グラフィックカード長さ、最大 38 cm まで対応可能グラフィックカード長さ、最大 38 cm まで対応可能

CPU クーラー
高さ最大

17.5 cm
まで対応可能

470 mm

446 mm



最適化されたケーブルマネジメント
システムとケース下部にある控え目
なパネルの利用することにより、
AI7000 の内部配置はいつも整然と
して美しく見える。

整然とした内部配置



フロントパネル

トップパネル

可変なファン配置

280 mm ラジエーター

2x 140 mm ファン

2x 120 mm ファン

(標準搭載)

(オプション)

(オプション)

2x 140 mm ファン2x 120 mm ファン
(オプション) (オプション)

1x 140 mm LED ファン (標準搭載)

1x 120 mm ファン (オプション)

リアパネル



ダストフィルター採用、最適な内部保護を提供

ケーブルレスフロントパネルデザイン

フロントパネルに取り外し可能な
ダストフィルターを装備

取り出し可能な電源部ダストフィルター トップパネルにマグネット式
ダストフィルターを装備



PU: 1
寸法: (L x W x H): 510 x 272 x 535 mm
重量: 9.3 kg
関税番号: 84733080
原産国: 中国

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:
 重量:
 寸法 (L x W x H):

ATX
7






強化ガラス
8 kg
44.6 x 21.3 x 47.0 cm

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 140 mm LED ファン (標準搭載)
またはラジエーター (オプション) 
1x 140 mm LED ファン (標準搭載)
2x 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

38.0 cm
17.5 cm
23.0 cm

5.7 cm

外箱

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

I/O:
 USB 3.0 (フロント):
 USB 2.0 (フロント):
 オーディオ (フロント):

2*
2


カラー:

パッケージの内容:

ブルー, グリーン, レッド, ブラック

AI7000 Glass
アクセサリーセット

*USB 2.0 プラグ付き 19 ピンメインボードコネクタ

仕様

AI7000 GLASS BLUEAI7000 GLASS GREENAI7000 GLASS REDAI7000 GLASS BLACK

www.sharkoon.com/jp


