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【LianLi 社 2014 年 Special Model 第 2 弾「DK-Q1 シリーズ」発売開始】

株式会社ディラック PC 事業部は台湾 LianLi 社製品「DK-Q1X」と「DK-Q1HX」、を 2014 年 12 月 16 日(火)より発売
開始いたします。

～新たな机型 PC ケース、登場～
先にご案内いたしました、LianLi 社 2014 年度スペシャルモデルである机型アルミ製ケース「DK-Q1 シリーズ」が、発売となりま
す。LianLi 社が年に一度ラインナップする、創意工夫を凝らしたスペシャルモデル。本年度は机型 PC ケースである DK シリーズ
です。本製品群は、先に発売した DK シリーズよりコンパクトなサイズの机型 PC ケースです。
■あの机型 PC ケースにラインナップが追加
DK-Q シリーズは、ATX/Micro-ATX フォームファクターのマザーボードが搭載可能な机型アルミ製 PC ケース。システムスペース
がそのまま机の天板サイズとなります。今回の 2 モデルはすでに発売している DK シリーズをコンパクトサイズに変更し他製品です。
天板部のサイズは同一ですが、脚の高さが異なっており、「一般的な机型」モデルと「座卓型」の 2 モデルとなり、日本人の住宅
環境にマッチする製品として仕上がっています。
■より日本の住宅環境にマッチするサイズに
DK-01/DK-02 のサイズは、日本の住宅環境では大きすぎると言う傾向にありましたが、今回登場する DK-Q1 シリーズはより
コンパクトなサイズとなりました。天板部の寸法は、横幅 650mm・奥行き 600mm。このサイズにより、設置場所の選択肢が
広がりました。また、今回の製品では、「脚の高さ」を 2 種類用意、机型と座卓型のラインナップとなりました。机型の DK-Q1H
の脚の高さは DK-01/DK-02 同様に 805mm(+30mm の調整が可能)、これは以前多く見られた「パソコンラック」ライズに
近い製品となります。一方の DK-Q1 では、脚の高さを 500mm(+30mm の調整が可能)とする事で、座卓サイズという製品
に仕上がりました。
■DK シリーズのコンセプトを受け継ぐ高い完成度
DK シリーズが持つコンセプトを継承、すでに発売している DK シリーズ同様に、机を PC ケースとして活用することです。システム
コンポーネントスペースは、一般的な机で言うところの「引き出し部分」となり、天板部に採用された強化ガラスにより、システム構
成を見渡すことが可能です。
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■PC ケースの基本はしっかり抑えたスペック
奇抜な形状ではありますが、PC ケースとしての基本はしっかりと抑えているのが、LianLi 社の特徴です。本製品は
ATX/MicroATX フォームファクターに対応、ディスクデバイス搭載数は最大で 7 基。冷却用ファンとして 120mm ファンを側面
部には 3 基、背面部には 2 基搭載。この他、スリム光学ドライブ専用ベイを搭載するなど、スペック的には他の PC ケースに劣る
ことはありません。この他、240mm サイズの水冷キットの搭載も可能となっています。
机の設置スペースが PC システムスペースとなる DK シリーズ。その奇抜な発想に目が奪われがちですが、机としての機能、そして
充実した PC ケースとしても機能を有する、究極の省スペース PC ケースと言えるでしょう。
■主な製品仕様
・机型アルミ製 PC ケース
・天板部には強化ガラスを採用
・横幅 650mm、より日本の住宅環境にマッチしやすいサイズに
・DK-Q1H : 脚の高さ 805mm、さらに+30mm の調整が可能
・DK-Q1 : 脚の高さ 500mm、さらに+30mm の調整が可能
・マザーボードは ATX/Micro-ATX に対応
・スリム光学ドライブ専用ベイ 1 基装備
・3.5"HDD を 4 基、2.5"HDD は 2 基搭載可能
・冷却用ファンとして側面部に 120mm ファンを 3 基、背面部に 120mm ファン 2 基搭載
・モニターアーム設置スペースを用意

製品名 : DK-Q1X (JAN : 4571388253303)
店頭想定価格 : \130,000 円前後(税別)
製品名 : DK-Q1HX (JAN : 4571388253495)
店頭想定価格 : \130,000 円前後(税別)
※本州送料含む(北海道/四国/九州など離島各地は別途追加送料が必要です)
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製品仕様(DK-Q1X)
製品名/JAN コード

DK-Q1X/4571388253303

製品寸法

(H)500mm-(W)650mm-(D)600mm

ボディカラー

フルブラック

ボディ材質

Aluminum

脚材質

スチール

天板材質

強化ガラス(耐荷重 : 80kg)

5.25 インチベイ

1 基(Slim 光学ドライブ専用/2.5"HDD と排他仕様)

外部 3.5 インチベイ

なし

内部 3.5 インチベイ

最大 4 基(2.5"と排他仕様)
最大 7 基(うち 4 基は 3.5"と排他仕様

内部 2.5 インチベイ

うち 1 基は Slim 光学ドライブと排他仕様)

外部 I/O ポート

USB3.0 4 基/オーディオ入出力

拡張スロット数

８基

対応マザーボード

ATX/Micro-ATX

対応電源ユニット

ATX 仕様(電源は別売)

拡張カードスペース

390mm

CPU クーラー最大高

150mm

電源ユニット最大奥行き

260mm

搭載ファン

出荷時

120mm 5 基

水冷キット

240mm ラジエーターまで対応

製品重量

26kg

製品パッケージサイズ

パッケージ 1

(W)724mm-(H)674mm-(D)278mm

パッケージ 2

(W)574mm-(H)179mm-(D)663mm
本製品、2 個口梱包となります

備考
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます
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製品仕様(DK-Q1HX)
製品名/JAN コード

DK-Q1HX/4571388253495

製品寸法

(H)805mm-(W)650mm-(D)600mm

ボディカラー

フルブラック

ボディ材質

Aluminum

脚材質

スチール

天板材質

強化ガラス(耐荷重 : 80kg)

5.25 インチベイ

1 基(Slim 光学ドライブ専用/2.5"HDD と排他仕様)

外部 3.5 インチベイ

なし

内部 3.5 インチベイ

4 基(2.5"と排他仕様)
最大 7 基(うち 4 基は 3.5"と排他仕様

内部 2.5 インチベイ

うち 1 基は Slim 光学ドライブと排他仕様)

外部 I/O ポート

USB3.0 4 基/オーディオ入出力

拡張スロット数

８基

対応マザーボード

ATX/Micro-ATX

対応電源ユニット

ATX 仕様(電源は別売)

拡張カードスペース

390mm

CPU クーラー最大高

150mm

電源ユニット最大奥行き

260mm

搭載ファン

出荷時

120mm 5 基

水冷キット

240mm ラジエーターまで対応

製品重量

2７kg

製品パッケージサイズ・総重量

パッケージ 1

(W)724mm-(H)674mm-(D)278mm

パッケージ 2

(W)874mm-(H)179mm-(D)663mm
本製品、2 個口梱包となります

備考
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます
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製品画像

DK-Q1X

DK-Q1HX
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◆お問合せ
株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880
担当：斉藤（サイトウ） saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp
WEB：http://www.dirac.co.jp/dk-q1-series/
画像データ http://www.dirac.jp/download/dk-q-series-pict.zip
その他お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp
※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。

