
2x USB 3.0
2x USB 2.0

2x 140 mm
+

1x 120 mm
ファン

ラジエーター
最大

360 mm
設置可能

グラフィック
カード
長さ最大
43 cm
まで対応

ケース



カラー: ブラック | スチールサイドパネル 
リアパネルに 120 mm ファンを 1 基搭載

カラー: ブラック | サイドパネル：強化ガラス
リアパネルに 120 mm LED ファンを 1 基搭載

カラー: ブラックとホワイト
 アクリルサイドパネル
 リアパネルに 120 mm LED
 ファンを 1 基搭載

バージョン:



480 mm

490 mm

HDD/SSDs

5.25 インチドライブ

2x USB 3.0

2x USB 2.0

リセット

マイクコネクタ
ヘッドフォンコネクタ

電源ボタン

多様なインストールオプション

トップパネルに I/O ポート搭載
簡単にアクセス可能

3x 3.5 インチ
または 2.5 インチ

または 2.5 インチ

(ラックマウントシステム)

2x 2.5 インチ

2x 3.5 インチ

5.25 インチ

5.25 インチ または 3.5 インチ

グラフィックカード長さ、最大 29.3 cm まで対応可能グラフィックカード長さ、最大 29.3 cm まで対応可能

HDD ケージの取外すことで、最大 43 cm まで対応可能HDD ケージの取外すことで、最大 43 cm まで対応可能

電源ユニット長さ、最大 26 cm まで対応可能電源ユニット長さ、最大 26 cm まで対応可能

CPU クーラー
高さ最大 

16.5 cm
まで対応可能

(ラックマウントシステム)

(ラックマウントシステム)



トップパネルに 280 mm または 360 mm のラジエーターを 1 基設置するスペースがあり、
ファンを搭載した場合の厚さが最大 55 mm まで対応可能

エアーフローを最適化するケースデザイン

冷却用
余裕があるスペース

冷却用
余裕があるスペース



優れた冷却性能

280 mm ラジエーター

280 mm ラジエーター

2x 140 mm ファン

2x 140 mm ファン

2x 120 mm ファン

3x 120 mm ファン

(標準搭載)

(オプション)

(オプション) (オプション) (オプション)

(オプション)

フロントパネル

トップパネル

360 mm ラジエーター
(オプション)



HDD ケージを取外すことで、
グラフィックカード長さ最大
43 cm まで対応可能

内部保護に最適なダストフィルターを採用

取り外し可能なダストフィルター 取り出し可能なダストフィルター マグネット式ダストフィルター

ケーブルマネジメントシステム
ゴム製グロメット付き

ツール不要の取り付け設計



(3.5 インチ取り付けフレームに 2.5 インチドライブの取り付けが可能)

防振ゴム足の採用により、
安定性を高めながら床を守る

電源ユニット搭載部は、リアスタンドにある
広い凹部により、通気性を向上

低振動のラバーマウントを
採用した HDD 取り付けマウンタ

手回しネジで拡張カードを取り付ける

ツール不要で 2.5 インチドライブを取り付ける

ツール不要で 3.5 インチドライブを取り付ける

メッシュフロントパネルを採用し、
効果的な空気循環を実現



Drive Bays:
 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 インチまたは 2.5 インチ:
 2.5 インチ:

基本情報:
 フォームファクタ:
 拡張カードスロット:
 水冷クーラー用ホール:
 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
2






BW9000-V: メタル
BW9000-W: アクリル
BW9000 Glass: 
強化ガラス
8.0 kg / 
8.5 kg (BW9000 Glass)
48.0 x 21.0 x 49.0 cm 

** 真ん中の HDD ケージを取り外す必要があります

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 ファン (標準搭載)
またはラジエーター (オプション) 
BW9000-V: 1x 120 mm ファン
(標準搭載)
BW9000-W: 1x 120 mm LED ファン
(標準搭載)
BW9000 Glass: 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)
またはラジエーター (オプション) 

1
1

1
5
2

I/O:
 USB 3.0 (トップ):
 USB 2.0 (トップ):
 オーディオ (トップ):

2
2


仕様:

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):
 ファン搭載ラジエーター 
 高さ最大 (トップ):

カラー:
 BW9000-V: 
 BW9000-W: 
 BW9000 Glass: 

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
29.3/43.0 cm**
16.5 cm
26.0 cm

6.5 cm**

5.5 cm

外箱
PU: 1
寸法 (L x W x H): 552 x 272 x 550 mm
重量: 9.3 kg / 10.5 kg (BW9000 Glass)
関税番号: 84733080
原産国: 中国

ブラック
ブラック, ホワイト
ブラック

BW9000-W ブラック BW9000-W ホワイト BW9000-V ブラック BW9000 Glass

www.sharkoon.com/jp

ケース


