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【Lian Li 社 マザーボードに加えケースファン、ラジエーターなども側面から見渡せる                       

“魅せる”PC ケースシリーズ「PC-O9」発売開始 】

 

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は Lian Li Industrial Co., Ltd.(本社：台湾)製マザーボードだけでなくケースファン

やラジエーターまでも側面から一望できるようにした PC ケース「PC-O9」を 2016 年 9 月 12 日(月)から販売開始いたします。 

 

PC-O シリーズは、強化ガラスを採用し"魅せる PC ケース"として展開する Lian Li ならではの特殊 PC ケースシリーズです。 

マザーボードサイド全面並びにフロントの一部に強化ガラスを採用することにより、高い透明度と光沢感を演出。既存のアクリル素材に

よる内部演出よりも、プレミアムな PC として、その存在をアピールします。 

PC-O9 では、通常はフロントに配置されるケースファンに至るまで側面から一望できるようリデザインされたモデルです。 

同社が開発した LED コントロールユニット「LED50RGB-2」を標準で搭載し、PC 内部をより煌びやかにしたいユーザーや、本格的な

水冷構造を多くの人にディスプレイしたいユーザーに最高のソリューションを提案いたします。 

 

■製品特徴 

・リ・デザイン/オールブラックモデルとレッド&ブラックモデルの 2 ラインナップ 

・Two Compartment Design によるヒートゾーン設計 

・モジュラー式 HDD ラックを用いた超大容量対応 

・LED コントロールキットでイルミネーション操作 

・リザーバータンクホルダーの装備、各種水冷用ラジエーターへの対応 

・デザイン性の高いオーディオ風のアルミニウムスタンド 

 

■リ・デザイン/オールブラックモデルとレッド&ブラックモデルの 2 ラインナップ 

PC-O9 でのリ・デザインは、強化ガラスの配置にも進化しました。 

マザーボードだけでなく、ケースファンやラジエーターも一望する構造になっ

ております。 

PC-O9 にはブラックカラーを基調に 2 カラーラインナップを用意。シックに

決めたいユーザーに向けたオールブラックの"PC-O9WX"。そして、ブラック

にレッドカラートリムをアクセントに採用した"PC-O9WRX"。 

このトリム部のカラーリングにより、シンプルでありながらも、引き締まったデ

ザインに仕上がっております。 
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■Two Compartment Design によるヒートゾーン設計 

 内部構造はチャンバー構造の一種である Two Compartment                                                      

 Design を採用。フロントを正面に左側を Zone1、右側を Zone2                                        

 としたヒートゾーン構造により、最適なエアフローと冷却が行われるよう                                         

 デザインされております。 

                                                                                                                      

                                                 Zone 1            Zone2  

                                                                                                                                                    

■モジュラー式 HDD ラックを用いた超大容量対応 

  大型 PC ケースで求められるポイントの 1 つである HDD の総搭載量。 

  PC-O9 では Lian Li で培ってきたストレージマウント技術をベースに、3.5"/2.5"両対   

  応の HDD ラックを採用することにより、3.5"HDD 最大 6 基/2.5"HDD 最大 2 基の  

  搭載が可能です。 

  さらに、HDD ラックにはファンが 2 基搭載されております。HDD ラックはケース背面に固  

  定されることから、排気用ファンも兼用しており、HDD にとってはパッシブクーリングの役割 

  を果たします。 

 

 

■LED コントロールキットでイルミネーション操作 

  PC-O9 には LED コントロールユニットの LED50RGB-2 が 

  標準添付されております。 

  LED50RGB-2 付属の 3 色(ブルー、グリーン、レッド)対応の   

 LED ストリップにて、コントロールすることにより、ユーザーが自分好 

  みの色を作成し、PC を魅せることが可能です。 

 

 

                                                       

■リザーバータンクホルダーの装備、各種水冷用ラジエーターへの対応 

 チャンバー構造にて、ケース内部のスペースに余裕があるため、空いている空間を利用し、 

 リザーバータンクを固定するためのホルダーを装備。ケースに穴を開けるよう作業が必要あり      

 ません。また、トップおよびマザーボードベースのファンエリアにて各種ラジエーターの取り付けが 

 可能です。 

 

 対応ラジエーター：120 × 360mm / 120 × 240mm / 120 × 120mm               

 

 

■デザイン性の高いオーディオ風のアルミニウムスタンド 

 PC-O9 にはデザイン性の高いオーディオ風のアルミニウム製スタンドを採用。 

  ケースに高級感をもたらすだけでなく、オーナーに LIAN LI のケースを所有する満足感を 

  与えてくれます。 
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■製品名 PC-O9WX     (JAN: 4560214534082) 

PC-O9WRX   (JAN: 4560214534099) 

■店頭想定売価 59,000 円前後(税抜き) 

■製品 URL  www.dirac.co.jp/pc-o9/ 

■メーカーURL  http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o9/ 

■製品仕様 

製品名 PC-O9WX PC-O9WRX 

製品型番 PC-O9WX PC-O9WRX 

JAN コード 4560214534082 4560214534099 

カラー オールブラック レッドトリム+ブラック 

材質 
ボディ アルミニウム 

ウィンドウパネル 側面・前面/強化ガラス(スモーク) 

5.25 インチベイ - 

3.5 インチ

ベイ 

外部 - 

内部 最大 6 基 

2.5 インチ

ベイ 

外部 - 

内部 最大 2 基 

搭載ファン 

前面 

出荷時 

- 

オプション  

(最大搭載数) 

- 

背面 - - 

上面 - - 

側面 - - 

底面 - - 

その他ファン 

マザーボードベース：

120mmｘ3 

HDD Rack：

120mm x 2 

マザーボードベース：

120mmｘ3 

HDD Rack： 

120mm x 2 

外部 I/O ポート USB 3.0 x 4 / Audio x 1 / MIC x 1 

拡張スロット数 8 

対応マザーボード E-ATX / 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 長さ 290mm 

CPU クーラースペース 高さ 160mm 

電源ユニットスペース 奥行き 290mm 

製品寸法 (W)354mm x (H)482mm x (D)465mm 

製品重量 8.6 kg 

製品パッケージサイズ・総重量 - 

備考 
LED Dimmer (LED50RGB-2)同梱 

製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 

 

http://www.dirac.co.jp/pc-o9/
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o9/
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■製品画像 

  

    

   
 

 

 

 

 

※LED50RGB-2 点灯時イメージ 

■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

