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【 LIAN LI 社 世界初”電動昇降機能”を搭載した机型 PC ケース「DK-04X」を取扱開始 】 

 

株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は LIAN LI INDUSTRIAL CO.,LTD.(本社：台湾 以下 LIAN LI 社)製世界初“電

動昇降機能”を搭載した机型 PC ケース「DK-04X」の取扱を開始しいたします。全国各店で受け付け開始し、6 月中旬以降

に出荷予定です。既存の PC ケースとは一線を画す LIAN LI の”Computer Desk シリーズ”です。 

サイズや使い勝手、そしてユーザーからのフィードバックを元に遂に 4 代目の”DK-04″が登場です。“DK-04″では、いまま

で多くの要望をいただいた「完成後の高さ調整」について検討し、PC として完成後も容易に高さが変更できるよう、上下昇

降機能を搭載。備え付けられたインジケーターにより、上下調整の他、メモリー機能も搭載されております。 

PC ケースとしての内部構造面では、スタッキングタイプの HDD ベイの採用や、320mm クラスのグラフィックスカード、

120mm × 480mm の水冷ラジエーターの搭載が可能なスペースを確保。LED 調光ユニットや強化ガラスの採用により”魅

せる”ケースとしてもコンセプトも引き継いでおります。抜本的な構造チェンジを行なった”DK-04″は、導入施設でのインパ

クトある存在になることは間違いありません。 

■ボタン操作による上下昇降機能(メモリー機能付) 

“Computer Desk シリーズ”において、ユーザーがまず感じるのは机の高さ

です。人によって座高が異なるため、適切な高さも異なります。また、今ま

でのモデルでは、高さ調整は 2 段階でしか調整できませんでした。そこ

で、”DK-04″では、高さ調整を容易にするため、ボタンコントロールでの電

動上下昇降機能を搭載。“DK-04″の正面に備え付けられたコントロールパネ

ルを操作することにより、675mm～1160mm の間でデスク高を調整が可

能になりました。さらに、メモリー機能も搭載されており、PC を共有する

4 人のユーザー毎に高さを記憶させることも可能です。 
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■多数の HDD が搭載可能なスタッキング構造の HDD ベイを採用 

限られたスペースへ可能な限り HDD を搭載できるよう、スタッキング構造の

HDD ベイを採用。3.5 インチ HDD なら最大 8 基が搭載可能です。この 3.5 イン

チベイには、2.5 インチストレージも搭載可能となっております。そして、2.5 イ

ンチストレージ用に更に 2 つのスペースが備わっており、最大 10 基までが搭載可

能です。 

 

 

■アクティブクーリングによる強力なエアーフローと最大 480mm 水冷ラジエーターに対応 

標準でフロント/リア側に各 4 基(計 8 基)のファンを搭載。アクティブクーリン

グによるスマートなエアーフローが構築されるレイアウトになっております。そ

して、フロント側ファンスペースは水冷ラジエーターも対応。120mm～

480mm のラジエーターまで対応することにより、手持ちの水冷キットの流用

や、新たな水冷パーツの組込みなど柔軟に対応できるよう設計されています。 

搭載可能なラジエーター 

120mm × 480mm / 120mm × 360mm / 120mm × 240mm 

120mm × 120mm 

■製品名 DK-04X  (JAN: 4571388253624) 

■想定売価 278,000 円（税抜き） 

■製品 URL     http://www.dirac.co.jp/dk-04/ 

http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/DK-04/ 

■主な製品特徴 

・ボタン操作による上下昇降機能(メモリー機能付) 

・多数の HDD が搭載可能なスタッキング構造の HDD ベイを採用 

・アクティブクーリングによる強力なエアーフローと最大 480mm 水冷ラジエーターに対応 

・LED コントロールキットによるイルミネーション機能 

 

 

http://www.dirac.co.jp/dk-04/
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/DK-04/
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■製品仕様 

製品名 DK-04 

製品型番 DK-04X 

JAN コード 4571388253624 

カラー ブラック 

材質 
ボディ (机部) アルミニウム / (脚部) アイアン 

ウィンドウパネル あり / 強化ガラス製 

5.25 インチベイ - 

3.5 インチベイ 
外部 - 

内部 8 (2.5″ストレージと排他仕様) 

2.5 インチベイ 
外部 - 

内部 8 (3.5″ストレージと排他仕様) + 2 

搭載ファン 

前面 

出荷時 

120mm ×4 

オプション 

(最大搭載数) 

120mm ×4 

背面 120mm ×4 120mm ×4 

上面 - - 

側面 - - 

底面 - - 

外部 I/O ポート USB 3.0 ×4  / Audio / MIC 

拡張スロット数 8 

対応マザーボード ATX / MicroATX 

電源 無し / ATX 規格(PS/2)電源に対応 

拡張カードスペース 320mm 

CPU クーラースペース 140mm 

電源ユニットスペース 220mm 

ラジエーター制限 

フロント： 120mm × 120mm / 120mm × 240mm / 120mm × 360mm / 

      120mm × 480mm 

リア：  -    

トップ：  -   

製品寸法 (W)1200mm × (H)675mm-1160mm × (D)750mm 

製品重量 100Kg 

製品パッケージサイズ・総重量 (W)mm x (H)mm x (D)mm / 約 110Kg 

備考 

重量ある製品のため、搬入・組立作業は必ず 2 人以上で行なってください。 

搬入・搬出・組立、その他この製品に付随する事項における事故や怪我につ

きましては、メーカー・弊社はその一切の責を負いかねます。 

輸送中に発生した外装不良は保証対象外です。 

製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 
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■製品画像 

     

    

 

 

 

■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 saito@dirac.co.jp  渡辺 watanabe@dirac.co.jp 

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。 

mailto:saito@dirac.co.jp
mailto:mwatanabe@dirac.co.jp
mailto:info@dirac.co.jp

