
[release_PC-Q34KMP] 

 

【 LIAN LI 社人気の MiniQ シリーズに Easy Access System を採用した                  

カラーバリエーションのキューブケースキットが新登場】 

 

 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、メンテナンス性を重

視した Mini-ITX キューブケース「PC-Q34」とアルミニウムトップを採用したワイヤレスキーボード&マウス「KM-01」、780 

x 300mm という大型サイズの布製マウスパッド「PT-M5」をセットにした「Q34KMP」を 2016 年 5 月 28 日(土曜日)より

発売開始いたします。 

Lian Li の Q34KMP は、PC ケース「PC-Q34」と、ワイヤレスキーボード&マウス「KM-01」、780x300mm 大型マウスパッ

ド「PT-M5」がセットになったモデルです。「PC-Q34」はフロント・トップを同時に開閉させる構造で人気を博した PC-Q33

の流れを汲むケースとなっています。「KM-01 はワイヤレスのキーボードには LIAN LI というメーカーらしくキーボードのト

ップ部分にアルミニウムを貼っています。またキーボードとマウスのカラーも PC-Q34 の本体の色に合わせたカラーリングに

仕上げているため、一体感のある構成になっております。また、「PT-M5」大型マウスパッドは 780 x 300mm という非常に

大きいサイズでさらに防滴加工が施されており、デスクワークにもゲームにもあらゆる用途にも快適に使用可能です。ケース

にワイヤレスのキーボードとマウス、そしてマウスパッドと、ケース単体ではない新しいソリューションとしての提案をして

いる製品となっております。 

 

■製品特長    ・ケース単体ではなく、ワイヤレスキーボード&マウス、大型マウスパッドとのセット 

     ・前面と天板一体型パネルの開閉構造～ Easy Access System ～を採用 

     ・場所を選ばない 2.4G ワイヤレスキーボード&マウス 

     ・防滴加工が施された 780x300mm の大型マウスパッド 

                              ・ブラック、シルバーの他にレッド、ゴールドを加えた 4 色構成 
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■ケース単体ではなく、ワイヤレスキーボード&マウス、大型マウスパッドとのセット                                                       

Q34KMP は「PC-Q34」のケース単体ではなく、ワイヤレスキーボード&マウス「KM-01」と

780 x 300mm 大型マウスパッド「PT-M5」とのセットであることです。PC ケース単体ではな

く、トータルのソリューションとして新しい提案を LIAN LI として訴求していきます。 

 

 

■前面と天板一体型パネルの開閉構造～ Easy Access System ～を採用 

   PC-Q34 はユーザーに許容されるコンパクト性を維持しつつ、  

   メンテナンス性にも焦点をあて、フロント・トップパネルを同時に  

   開閉させる-easy access system-を持つケースを採用。 

   容易な開閉システムは、組み換えを楽しむユーザーだけではなく、 

   様々なユーザーに利点を与えます。 

   さらに内部的には主に Mini-ITX マザーボードを使った充実のシステムを 

   構築することが可能となっており、コンパクトでありながら、自作ユーザーの  

   こだわりを充分受けとめることができます。 

 

■場所を選ばない 2.4G ワイヤレスキーボード&マウス 

   Q34KMP では 2.4G ワイヤレス接続のキーボードとマウスがセットになっています。 

   LIAN LI らしくトップパネルにアルミパネルを張り付けており、高級感を演出して 

   います。 

   また、PC-Q34 のカラーリングに合わせ、トップパネルとキートップの色のカラーも 

   合わせています。 

   ワイヤレスなので、場所を選ばず、リビングなどに設置するのにも最適と言えます。 

 

■防滴加工が施された 780x300mm の大型マウスパッド 

 Q34KMP には 780x300mm という大型サイズのマウスパッド「PT-M5」が同梱されています。 

 ファブリック素材のこのマウスパッドは非常に滑りが良く快適なマウス操作が可能です。 

 防滴処理が施されており、マウスパッド上にこぼした飲み物も簡単に拭き取ることが可能と 

 なっています。 

 

■ブラック、シルバーの他にレッド、ゴールドを加えた 4 色構成 

 Q34KMP は標準色であるシルバーとブラック、その他にレッド、 

 ゴールドを加えた 4 色となっています。 

 全てアルマイト加工となっているので、それぞれのカラーでありつつ 

 もしっかりとアルミの質感を残した仕上げとなっております。 
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■製品仕様: 

製品名 Q34KMP-A Q34KMP-B Q34KMP-G Q34KMP-R 

製品型番 PC-Q34KMP-A PC-Q34KMP-B PC-Q34KMP-G PC-Q34KMP-R 

JAN コード 4560214557210 4560214557227 4560214557234 4560214557241 

PC ケース 

ボディカラー シルバー ブラック ゴールド レッド 

素材 ボディ アルミニウム 

ウィンドウパネル - - 

5.25 インチベイ - 

3.5 インチベイ 外部 - 

内部 フロント:x1 / HDD ケージ:x2 ※一部排他仕様 

2.5 インチベイ 外部 - 

内部 フロント:x1 / HDD ケージ:x1 ※一部排他仕様 

 

 

搭載ファン 

前面  

出 

荷 

時 

-  

オプション 

(最大搭載数) 

- 

背面 - 120mm x1 

上面 - - 

側面 - - 

底面 - - 

外部 I/O ポート USB3.0 ｘ2 / HD Audio (ヘッドフォン/マイク) 

拡張スロット数 2 

対応マザーボード Mini-ITX 

搭載電源 ATX 電源に対応 

拡張カードスペース制限 長さ 220mm まで 

CPU クーラー制限 高さ 180mm 

電源ユニット奥行制限 奥行 180mm 

ラジエーター制限 フロント： -         リア： 120mm x1         トップ： - 

製品寸法 (W)228mm-(H)330mm-(D)250mm 

製品重量 1.85kg 

キーボード ＆ マウス 

キーボードカラー トップパネル シルバー ブラック ゴールド レッド 

キー ホワイト ブラック ホワイト ブラック 

素材 トップパネル アルミニウム 

キー 104 Key 

インターフェイス / コネクションタイプ USB レシーバー / 2.4GHz ワイヤレス 

キーボード・マウス寸法 キーボード：(W)124mm-(H)20mm-(L)441mm / マウス：(W)60mm-(H)38mm-(L)109mm 

マウスパッド 

マウスパッド カラー ブラック 

素材 表 ファブリック(防滴加工) 

裏 ラバー 

マウスパッド寸法 (W):780mm-(H)4mm-(D)300mm 

製品パッケージサイズ・総重量 (W)570mm-(H)350mm-(D)325mm / 約-kg 

備考 各デバイスの制限サイズにご注意ください。 

製品仕様は予告なく変更となる場合がございます 
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■製品名           PC-Q34KMP-A          シルバー   (JAN：4560214557210) 

                                 PC-Q34KMP-B          ブラック   (JAN：4560214557227) 

                                 PC-Q34KMP-G          ゴールド   (JAN：4560214557234) 

            PC-Q34KMP-R          レッド      (JAN：4560214557241) 

■店頭想定価格   PC-Q34KMP-A          \20,980 円前後(税抜き) 

                                 PC-Q34KMP-B          \20,980 円前後(税抜き) 

                                 PC-Q34KMP-G          \22,980 円前後(税抜き) 

            PC-Q34KMP-R          \22,980 円前後(税抜き) 

 

■製品 URL             http://www.dirac.co.jp/pc-q34kmp/ 

           http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-q34kmp/ 

■製品画像   

    

    

     

 

■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 

                       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。 
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