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【 Lian Li 社 3 ⾯強化ガラス/内部ディスプレイ重視の PC ケース『PC-O12WX』発売 】 

 

株式会社ディラック(本社︓東京都千代⽥区)は 台湾 LIAN LI INDUSTRIAL CO.,LTD.(本社︓台湾)製 PC ケース、    

『PC-O12WX』を 5 ⽉ 26 ⽇(⾦)より発売開始いたします。 

「PC-O12WX」は、フロントおよび両側⾯に強化ガラスを贅沢に採⽤し、内部構造のディスプレイに重視したハイエンド PC ケースで

す、E-ATX 規格マザーボードや ATX 電源に対応したフルスペック仕様でありながら、ケース幅は 203mm という省スペース設計にな

っています。 

PC-O12 の最⼤の特⻑として、観賞性(ディスプレイ性)が重要視されており、業界でも珍しく、最⼤ 2 基の 2 スロット仕様ビデオカー

ドが縦型配置することが可能になっております。 

内部構造は 3 つにエリア分けされたチャンバー構造が採⽤されています。それぞれマザーボードエリア、ビデオカードエリア、ストレ

ージ・電源エリアに区分けされており、厳密なサーマルレイアウトとなるようデザインされています。⽔冷クーラーにも対応してお

り、フロント・トップに⽔冷ラジエーターが設置できるほか、本格的な⽔冷志向のためにリザーバータンクスペースも⽤意されてお

り、また、LED を⽤いた煌びやかな⽔冷システム構築に⻑けた製品になっております。 

 

■ 主な製品特徴 

・贅沢な 3 ⾯強化ガラスを採⽤したハイエンド省スペース PC ケース 

・付属ライザーケーブルによるビデオカード演出と 2 枚対応のスペース 

・E-ATX マザーボード/ATX 電源に対応したフルスペックモデル 

・3 ゾーンに分けられたチャンバー構造 

・モジュラー式 HDD ラックで容易なストレージ設置 

・フロント/トップの⽔冷ラジエーター対応 

・⾼速転送 USB3.1 Type-C コネクタ/HDMI コネクタ搭載 
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■贅沢な 3 ⾯強化ガラスを採⽤したハイエンド省スペース PC ケース 

強化ガラスの採⽤に注⼒する Lian Li は、PC-O12 ではフロントと両サイドの 3 ⾯へ強化ガラスを採⽤。光沢感ある外観がさらに強調

され、⾼級感あるスタイルになっています。 

PC ケースの形状にもこだわりを取り⼊れており、⼀般的な PC ケースが⼨胴ともいえる形状であるのに対し、PC-O12 はスタイリッ

シュなスリムデザインに変更。 

光沢感ある外観と細⾝のシルエットで、スマートな印象を与える仕上がりとなっています。 

■付属ライザーケーブルによるビデオカード演出と 2 枚対応のスペース 

内部を魅せる演出の多くは、光らせれば良いと思われがちです。しかし、パーツ⾃体の誇⽰を優先するユーザーも少なくありません。

そこで、PC-O12 では、付属のライザーケーブルにより、ビデオカードの縦型配置に対応し、ビデオカードのファン側(表側)を⾒せる

ことが可能になります。 

ビデオカード各社は冷却性能重視により、様々なデザインのビデオカードクーラーを採⽤しており、⼯業デザイン的にも優れた製品が

多くあります。ユーザーは、PC-O12 を通じて、PC ケースを開けずとも美しい製品の鑑賞が可能です。 

※付属のライザーケーブルは 1 本になります。拡張カード増設時には、別途、ライザーケーブル「PW-PCIE38-1」を 

ご⽤意ください。 

※拡張スロットは 4 基分ありますが、 取付け可能なライザーケーブルは最⼤で 2 本までとなります。 

■3 ゾーンに分けられたチャンバー構造 

PC-O12 では、Lian Li が得意とするチャンバー構造を採⽤。その構造は Lian Li 製品でも珍しい 3 つのゾーニングがされたチャンバー

構造となっています。 

マザーボードトレイを境界に分割されたエリア 1/エリア 2 では、それぞれがマザーボード(CPU/メモリ含む)エリア、ビデオカードエ

リアという区分けになっており、底部のエリア 3 ではストレージ/電源のエリアとなっています。 

さらに、マザーボードは倒⽴配置が採⽤されています。CPU/メモリの熱源を下部に配置することにより、フロントファンからの⾵に

よりまとめて冷却が可能なよう配慮されており、熱源のゾーニングとあわせた効率的な冷却が可能なようレイアウトされています。 

■フロント/トップの⽔冷ラジエーター対応 

PC-O12 では、⽔冷クーラーもサポート。簡易的な⽔冷クーラーから、本格的な⽔冷システムまで構築が可能になっています。⽔冷シ

ステムで重要な冷却⽤ラジエーターは、フロントとトップに設置が可能で、同時配置も可能になっております。 

フロント︓120mm×240mm / 140mm×280mm 

トップ︓120mm×120mm / 120mm×240mm / 120mm×360mm 

さらに、本格的な⽔冷システムでは設置スペースの課題が発⽣することがあるリザーバータンク専⽤のスペースを⽤意。⽔冷チューブ

内にカラフルな冷却液を流し、煌びやかなシステムにすることも可能です。 

■⾼速転送 USB3.1 Type-C コネクタ/HDMI コネクタ搭載 

最新のデバイス規格として注⽬されている USB3.1 Type-C デバイス。⾼速転送だけではなく、誤接続の無い形状は、よりデバイスの

⼀般化の指針と⾔えます。PC-O11WGX では、元来オプションであった Type-C コネクタ I/O ポートを標準搭載。対応マザーボード

や I/F カードと、フロントに搭載された Type-C ⽤ケーブルを接続するだけで最新のデバイスを使⽤することが可能です。 

さらに、今後の VR 需要を⾒据えて HDMI ポートも搭載。ビデオカードと接続することで、フロントからのビデオ出⼒にも対応となり
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ます。これらのケーブルは、マザーボードトレイ前⾯側に備わっているケーブルマネージメントシステムに隠されており、余計なケー

ブルを⾒せないように配慮されています。 

■製品名 PC-O12WX (JAN: 4571388253662) 

■想定売価 ￥57,800（税別） 

■製品 URL    http://www.dirac.co.jp/pc-o12/ 

http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o12/ 

 
■製品仕様 

製品名 PC-O12 

製品型番 PC-O12WX 

JAN コード 4571388253662 

カラー ブラック 

製品寸法 (W)203mm – (H)508mm – (D)550mm 

製品重量 8.6Kg 

材質 
ボディ 内部：スチール/外部：アルミニウム 

ウィンドウパネル 強化ガラス 

対応マザーボード E-ATX / ATX / MicroATX 

5.25 インチベイ — 

スリム ODD — 

3.5 インチベイ 
外部 — 

内部 4 

2.5 インチベイ 
外部 — 

内部 4 

搭載ファン 

フロント 

出荷時 

— 

オプション 

(最大数) 

140mm ×2 または
120mm ×2 

リア — — 

トップ — 120mm ×3 

サイド — — 

ボトム — — 

外部 I/O ポート USB3.0 x2 / USB3.1 Type-C / HDMI / HD Audio 

拡張スロット数 8 

電源ユニット 無し/ATX 規格電源対応 

拡張カードスペース制限 長さ 340mm 

CPU クーラー制限 高さ 75mm 

電源ユニット制限 奥行 230mm 

ラジエーター制限 

フロント： 120mm×240mm / 140mm×280mm 

リア： — 

トップ： 120mm×120mm / 120mm×240mm / 120mm×360mm 

ボトム： — 

備考 

  製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 

※付属のライザーケーブルは 1 本になります。拡張カード増設時には、別途、ライザーケーブル「PW-
PCIE38-1」をご用意ください。 
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■製品画像          

          

          

   

※付属のライザーケーブルは 1 本になります。拡張カード増設時には、別途、ライザーケーブル「PW-PCIE38-1」をご⽤意ください。 

■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部 電話︓03-5298-3880 

担当︓⻫藤 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                                               

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 

 


