
[release_PC-T70]   
 

【 Lian Li 社 E-ATX マザーボード対応多⽬的テストベンチ『PC-T70』を発売 】 

 

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)製多⽬的テストベンチ 

『PC-T70』ならびに専⽤オプションパーツ『T70-1』『PW-IC2DAH85』を 5 ⽉ 16 ⽇(⽕)より発売開始いたします。 

数ある LIAN LI 製品の中でもロングラン製品となっているテストベンチシリーズ。PC パーツのメンテナンスに重宝するこの形態は、

PC D.I.Y.ユーザーだけではなく、ビジネスとして PC メンテナンスが必要な場でも活躍する製品であることはいうまでもありません。 

そのテストベンチシリーズも、PC-T60、T80 に続き、PC-T70 で 3 代⽬となります。PC-T70 では、E-ATX/ATX/MicroATX に対応し

た製品で、D.I.Y.パーツのチェックに最適な環境を与えます。 

また、オプションの『T70-1』と組み合わせることにより、ファンや⽔冷ラジエーターが搭載になるほか、透明カバーによってパーツ

ディスプレイとしての利⽤も可能になります。 

さらに、オプションの『PW-IC2DAH85』を追加することによる、USB 3.0 ポートだけではなく、USB 3.1 Type-C、HDMI ポートな

どを追加することが可能です。 

 

 

■主な製品特徴 

・多⽬的利⽤のための D.I.Y.テストベンチ 

・テストベンチでありながら、美観を意識したレイアウト 

・オプション『T70-1』との組み合わせによりオープン・エアーケースへ 

・オプション『PW-IC2DAH85』を追加で USB 3.1 Type-C、HDMI ポートに対応 
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■多⽬的利⽤のための D.I.Y.テストベンチ 

PC D.I.Y.の中で 1 つのカテゴリーとなる PC ケース。テストベンチも、D.I.Y.パーツを組み付けるという意味においては、その 1 つに

属する製品であることに間違いはありません。しかし、D.I.Y.の⽬的から逆算すると、PC-T70 の性質は⼤きく変わってきます。 

テストベンチは、その名前が⽰す通り、PC パーツのテストをコンセプトとした製品です。そのため、迅速なパーツ換装は重要なポイ

ントです。 

PC-T70 においてもそのコンセプトを踏襲しており、マザーボードへの⼿軽なアクセスが可能になっています。 

■テストベンチでありながら、美観を意識したレイアウト 

旧来のテストベンチ製品では、パーツテストやメンテナンスさえできれば良いという考えから、ケーブル配線や細かな調整が難しいス

トレージ・電源類は無造作に設置されることが多々あります。 

PC-T70 では、現在の PC ケースのトレンドの 1 つである裏配線に着⽬。テストベンチにおいてもこれを実現するよう、ケーブルマネ

ージメントホールをデザイン。 

これにより、PC-T70 底部から伸びた電源ケーブルが外部に⽬⽴つことの無いようにされております。 

■オプション『T70-1』との組み合わせによりオープンエアーケースへ 

PC-T70 とオプションパーツ『T70-1』を組み合わせることで、テストベンチでありながら、オープンエアーPC ケースという今まで

に無い製品に昇華することが可能です。 

『T70-1』はラジエーター/ファンマウントキットの役割を備えるサイドパネルと、アクリル製トップ兼フロントのハウジングカバー

のキットになっています。 

サイドパネルにはファンの追加設置の他にも、⽔冷ラジエーターをサポートしています。透明なアクリルパイプを設置すれば、透明な

ハウジングカバーを通じて、⼩さな⼯場を思わせるディスプレイとすることも可能です。 

■オプション『PW-IC2DAH85』を追加で USB 3.1 Type-C、HDMI ポートに対応 

テストベンチ製品でないがしろにされる部位として USB やオーディオポートといったフロントアクセスポートがあります。元来、テ

ストベンチでは、根幹になるマザーボードがむき出しであるため、その必要性を⾼く感じません。 

しかしながら、マザーボードは交換せず、CPU や CPU クーラー、ビデオカードのみだけ変更するようなユーザーにとって、フロント

アクセスポートの需要は⾼いと⾔えます。 

そこで、PC-T70 ではオプションとして『PW-IC2DAH85』を⽤意。USB3.0 ポートや HD オーディオだけではなく、USB 3.1 Type-

C ポートや HDMI ポート(出⼒⽤)も備え、最新機器の接続テストやモニターチェックなども簡単に⾏なうことが可能です。 

 

■製品名 PC-T70X  (JAN: 4571388253679) 

T70-1   (JAN: 4571388253693) 

PW-IC2DAH85  (JAN: 4571388253709) 

■想定売価 PC-T70X  ￥13,800（税別） 

T70-1   ￥7,580（税別） 

PW-IC2DAH85  ￥5,280（税別） 
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■製品 URL    PC-T70X  http://www.dirac.co.jp/pc-t70/ 

   http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-t70/ 

T70-1   http://www.dirac.co.jp/t70-1/ 

   http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/t70-1/ 

PW-IC2DAH85  http://www.dirac.co.jp/pw-ic2dah85/ 

   http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pw-ic2dah85/ 

■製品画像 
[PC-T70X] 

 

[T70-1]  

 

[PW-IC2DAH85] 

 

■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 
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■製品仕様 

製品名 PC-T70 

製品型番 PC-T70X 

JAN コード 4571388253679 

カラー ブラック 

材質 
ボディ アルミニウム/スチール 

ウィンドウパネル － 

光学ドライブベイ － 

ストレージベイ 3.5″ HDD x1 + 2.5″ HDD x5 または 3.5″ HDD x2 + 2.5″ HDD x1 

搭載ファン 

前面 

出荷時 

－ 

オプション 

(最大搭載数) 

－ 

背面 － 140mm Fan x2 または 120mm Fan x3 

上面 － － 

側面 － － 

底面 － － 

外部 I/O ポート 搭載無し  （※オプション型番 PW-IC2DAH85 を使用） 

拡張スロット数 8 

対応マザーボード E-ATX / ATX / Micro-ATX 

電源 搭載無し / ATX 規格(PS/2)電源に対応 

拡張カードスペース 制限無し 

CPU クーラースペース 制限無し 

電源ユニットスペース 制限無し 

ラジエーター制限 

フロント － 

リア － 

トップ － 

製品寸法 (W)432mm × (H)316mm × (D)416mm 

製品重量 2.95 Kg 

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。 

 
製品名 T70-1 

製品型番 T70-1 

JAN コード 4571388253693 

カラー ブラック 

対応製品 PC-T70 

材質 
ボディ スチール 

ウィンドウパネル アクリル (ハウジングカバー部) 

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。   

製品名 PW-IC2DAH85 

製品型番 PW-IC2DAH85 

JAN コード 4571388253709 

長さ 850mm 

ポート 

USB3.1 Type-C 1 

USB3.0 Type-A 2 

HDMI 1 (出力用) 

HD オーディオ ライン出力(イヤホン) / マイク入力 

対応製品 
PC-D666,PC-A51,DK-04,PC-O6S,PC-O7S,PC-O8,O9,PC-V1000L, 

DK-Q1,DK-Q2,DK-03,PC-T70 

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。  

 


