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【 LIAN LI 社 大型 VGA も搭載可能なコストバリューに優れた
ATX ミドルタワーケース｢PC-K5｣シリーズを発売開始 】

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)社製、大型 VGA も搭載可
能なコストバリューに優れた ATX ミドルタワーケース「PC-K5X」、及び「PC-K5WX」を 2016 年 5 月 27 日(金曜日)より発
売開始いたします。
PC-K5 シリーズは、Lian Li 初の試みとなる SECC(スチール)素材を用いたミドルタワーPC ケースシリーズです。
ゲーミング PC を意識した特長あるフロントデザインと、ハイエンドグラフィックスカードも楽に収まるスペースを備えたコ
ストバリューに優れた製品になっております。フロントパネルには立体的なデザインが取り入れられており、シャープ感を与
えています。ハニカム構造のエアーベントを備え、さらにメッシュフィルターで挟むことにより、強固な防塵性を備えた効率
的な気流が発生できるようデザインされておりおます。内部構造は、ゲーミングユーザーに親しまれるよう、広いスペースを
確保。ビデオカードの交換も容易に行なうことが可能です。
さらに、CPU メンテナンスホールも備わっており、クーラーの交換も容易です。PC-5W モデルのサイドパネルはアクリルウ
ィンドウ付となっており、ゲーミング PC らしい内部装飾や各部パーツの稼働状況のチェックにも有効です。

■製品特長

・ゲーミングを意識したシャープなデザイン
・ハニカム構造を採用したエアーベント
・ツールレス機構を採用したドライブベイ
・最長 400mm のグラフィックスカードに対応
・CPU クーラーのメンテナンスを行えるメンテナスホール
・水冷ラジエーターも設置可能なファンスペース
・こだわりの配線が可能な裏配線仕様
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・トップに備え付けられたアクセサリースペース
・通常モデルとアクリルウィンドウモデルの 2 ラインナップ

■ゲーミングを意識したシャープなデザイン
PC-K5 シリーズには立体的デザインを取り入れたフロントパネルになっています。
このデザインにより、PC ケースにシャープさを与え、飽きのこないデザインを目指しています。

■ハニカム構造を採用したエアーベント
ケース各部のエアーベントには軽さと強度を求めてハニカム構造を採用。
フロント部のエアーベントには、更に防塵フィルターでサンドイッチ構造
とすることにより強固な防塵性を与えています。

■ツールレス機構を採用したドライブベイ
PC-K5 には 5 インチベイ 2 基、3.5 インチストレージベイ 4 基が搭載可能になっ
ています。これらのベイにはツールレス機構を採用しています。
ユーザーは余計な工具を用いることなく、デバイス類の組込みが可能です。

■最長 400mm のグラフィックスカードに対応
PC-K5 は、出荷時状態では 4 基の HDD ケージが備わっており、グラフィックスカードに制限
が発生します。(出荷時 250mm 制限)この HDD ケージは、HDD2 基分のケージとして着脱可
能となっており、設置ポジションを変更することが可能です。
結果として、最長 400mm までのグラフィックスカードをサポート可能になっております。

■CPU クーラーのメンテナンスを行えるメンテナスホール
CPU メンテナンスホールのメリットは、マザーボードを PC ケース内に組み込んだ後にも、
CPU クーラーの取り付けや取り外しができることです。
PC-K5 のメンテナンスホールは広めのスペースを確保しており、大型の CPU クーラーでも容易
な交換ができるようデザインされております。
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■水冷ラジエーターも設置可能なファンスペース
出荷時設定ではフロント吸気、リア排気のオーソドックスなエアーフローが発生するようファンが搭
載されています。さらに、トップには 120mm 2 基分のファンスロットが用意されております。
このトップ側ファンスロットには 120mm×240mm の水冷ラジエーターが搭載可能です。
また、背面にはウォーターチューブ用のチューブホールも備わっており、簡易水冷のみならず、本格
水冷にも対応しています。

■こだわりの配線が可能な裏配線仕様
PC ケースで定番になりつつケーブルの裏配線仕様。PC-K5 でも採用されています。マザーボードベ
ー スに備わった 4 つのケーブルホールにより、こだわりある裏配線を構築することが可能です。

■トップに備え付けられたアクセサリースペース
トップ前方には、PC の利用環境を考慮し、アクセサリースペースを用意。
USB メモリや小型のカードリーダーなど、ちょっとした小物を置くのに便利です。

■通常モデルとアクリルウィンドウモデルの 2 ラインナップ
PC-K5 は通常モデルの他、ゲームユースに人気のアクリルウィンドウを採用し
た PC-K5W も用意。
内部塗装もオールブラックとなっており、リーズナブルで見栄え良いゲーミング
PC を構築することが可能です。

PC-K5WX

■製品名

PC-K5X

ブラック

PC-K5WX

■店頭想定価格 PC-K5X

(JAN: 4560214538912)

\8,800 円前後(税抜き)

PC-K5WX

■製品 URL

ウインドウ付き/ブラック

(JAN: 4560214538905)

\9,800 円前後(税抜き)

http://www.dirac.co.jp/pc-k5/
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-k5/

■製品画像

PC-K5X
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■製品仕様:
製品名

PC-K5X

PC-K5WX

製品型番

PC-K5X

PC-K5WX

JAN コード

4560214538905

4560214538912

ボディカラー
素材

フルブラック
ボディ

スチール(SECC)

スチール(SECC)

ウィンドウパネル

-

あり/アクリル

5.25 インチベイ
3.5 インチベイ

2.5 インチベイ

2
外部

-

内部

4(3.5”/2.5”ストレージ共用)

外部

-

内部

4(3.5”/2.5”ストレージ共用)

前面

120mm ｘ2

背面
搭載ファン

120mm ｘ2

120mm ｘ1

上面

出荷時

側面

-

底面

-

外部 I/O ポート

オプション

-

(最大搭載数)

120mm x 2
-

USB3.0 ｘ1 / USB2.0 ｘ2 / HD Audio (ヘッドフォン/マイク)

拡張スロット数

7

対応マザーボード

ATX / MicroATX

搭載電源

なし ATX 規格電源に対応

拡張カードスペース制限

HDD ケージ出荷時設定：長さ 250mm まで / HDD ケージ位置変更時：400mm まで

CPU クーラー制限

160mm

電源ユニット奥行制限

210mm
フロント： -

ラジエーター制限

リア： トップ： 120mm x 240mm (厚さ 60mm まで)

製品寸法

■お問合せ

120mm ｘ1

(W)205mm-(H)450mm-(D)500mm

製品重量

4.9kg

製品パッケージサイズ・総重量

(W)244mm-(H)496mm-(D)575mm

備考

製品仕様は予告なく変更となる場合がございます

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

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。

