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【LianLi 社新製品 “魅せるケース”に新色を追加】

株式会社ディラック PC 事業部は台湾 LianLi 社製品「PC-V359WG」
「PC-V359WRX」
「PC-Q36WG」「PCQ36WRX」を 2014 年 8 月 21 日より発売開始いたします。
先だって発売を開始した MicroATX 対応アルミ製ケース「PC-W359 シリーズ」ならびに、Mini-ITX 対応アル
ミ製ケース「PC-Q36 シリーズ」
。ケース上面部をアクリル性パネルを採用し、今までの PC ケースとは一線を
画する"魅せる"と言う事をコンセプトにしたケースに、今回 2 色の限定カラーモデルが追加となります。
■落ち着いた輝きのシャンパンゴールドモデル
「PC-V359WG」と「PC-Q36WG」は、シャンパンゴールドカラーを採用。AV 機器などに多く見られるシャ
ンパンゴールドカラーは、派手さを押さえ、より上品なカラーリングとなっています。

■ブラックが際立つ、ブラック&レッドカラーモデル
「PC-V359WRX」ならびに「PC-Q36WRX」は、支柱をレッドカラーとすることで、より本体カラーのブラ
ックを際ただせています。"魅せる"と言うコンセプトを最大限に引き出す配色となっています。

■製品スペックは充実
アクリルサイドウィンドウパネルからヒントを得て、ケース上面部すべてをシースルー化した本製品群。簡易
水冷キットのサポートやロングサイズの VGA カードのサポートなど、コンパクトにまとめられた製品サイズ
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ながらもハイエンドシステム構成にも対応するアルミ製 PC ケースです。

■PC-V359 シリーズの主な仕様
・MicroATX 対応アルミ製 PC ケース
・ケース上面部はアクリル製パネルを採用、そして前面部はアクリルウィンドウ仕様
・240mm サイズの水冷キットに対応可能
・3.5"HDD 3 基、2.5" HDD 1 基の計 4 基のストレージデバイスを搭載可能

■PC-Q36 シリーズの主な仕様
・Mini-ITX 対応アルミ製 PC ケース
・ケース上面部はアクリル製パネルを採用、そして前面部はアクリルウィンドウ仕様
・240mm サイズの水冷キットに対応可能
・3.5"HDD 2 基、2.5" HDD 1 基の計 3 基のストレージデバイスを搭載可能

製品型番/JAN コード/店頭想定価格
PC-V359WG(4571388253358) : \32,000 円前後(税別)
PC-V359WRX(4571388253341) : \30,000 円前後(税別)
PC-Q36WG(4571388253334) : \26,000 円前後(税別)
PC-Q36WRX(4571388253327) : \24,000 円前後(税別)

製品仕様(PC-V359WG/WRX)

製品名/JAN コード
製品寸法
ボディカラー

PC-V359WG/4571388253358
PC-V359WRX/4571388253341
(H)340mm-(W)320mm-(D)340mm
PC-V359WG/シャンパンゴールド
PC-V359WRX/ブラック&レッド

ボディ材質

Aluminum

5.25 インチベイ

スリム光学ドライブ専用 1 基
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外部 3.5 インチベイ

なし

内部 3.5 インチベイ

3基

内部 2.5 インチベイ

1基

搭載ファン

前面

120mm 1 基

-

背面

120mm 1 基

-

上面

出荷時

-

側面

-

底面

-

オプション

-

(最大数)

120mm 2 基
(左右ぞれぞれ)
-

外部 I/O ポート

USB3.0 2 基/オーディオ入出力

拡張スロット数

4基

対応マザーボード

MicroATX/Mini-ITX

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

320mm

CPU クーラー最大高

160mm

電源ユニット最大奥行き

180mm 以下推奨

製品重量

約 5kg

製品パッケージサイズ・総重量

(H)390mm-(W)382mm-(D)377mm/約 6kg
側面 : 120mm/240mm 簡易水冷キット搭載可能

備考
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます

製品仕様(PC-Q36WG/WRX)

製品名/JAN コード
製品寸法
ボディカラー

PC-Q36WG/4571388253334
PC-Q36WRX/4571388253327
(H)324mm-(W)247mm-(D)330mm
PC-Q36WG/シャンパンゴールド
PC-Q36WRX/ブラック&レッド

ボディ材質

Aluminum

5.25 インチベイ

スリム光学ドライブ専用 1 基

外部 3.5 インチベイ

なし

内部 3.5 インチベイ

2基

内部 2.5 インチベイ

1基
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搭載ファン

前面

-

-

背面

120mm 1 基

-

上面

出荷時

-

側面

-

底面

-

オプション

-

(最大数)

120mm 2 基
(左右ぞれぞれ)
-

外部 I/O ポート

USB3.0 2 基/オーディオ入出力

拡張スロット数

2基

対応マザーボード

Mini-ITX

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

300mm

CPU クーラー最大高

170mm

電源ユニット最大奥行き

180mm 以下推奨

製品重量

約 3kg

製品パッケージサイズ・総重
量

(H)396mm-(W)290mm-(D)370mm/約 4kg
側面 : 120mm/240mm 簡易水冷キット搭載可能

備考
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます

製品画像

PC-V359GW(シャンパンゴールド)
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PC-V359WRX(ブラック&レッド)

PC-Q36WG(シャンパンゴールド)
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PC-Q36WRX(ブラック&レッド)
◆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(PC-V359 シリーズ)：http://www.dirac.co.jp/pc-v359-series/
WEB(PC-Q36 シリーズ)：http://www.dirac.co.jp/pc-q36-series/
画像データ : http://www.dirac.jp/download/pc-v359-Q36-new-color.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。

