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【 LianLi 社 電動昇降機能対応デスク型 PC ケース「DK」シリーズの新モデル 

「DK-04F」「DK-05F」を取扱開始】 

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、電動昇降機能を搭載するデスク型 PC

ケース「DK」シリーズの新モデル「DK-04F」「DK-05F」を、2020 年 6 月 1 日(月)より取扱開始いたします。 

外見のインパクトだけでなく、ユーザーからのフィードバックをもとに改良を続けることにより、高いユーザビリティを備えるこ

とで有名なデスク型 PC ケース「DK」が、さらなる改良を加えて新登場します。 

従来の拡張性をより強化し、最長 400mm（DK-05F）の拡張カードや、高さ 185mm までの CPU クーラーに対応し、よりハイエ

ンドかつ冷却性能が強力な PC を構築可能になりました。また、天板には厚さ 8mm の調光ガラスを採用し、ボタン操作により透

明 / 非透明を切替でき、ケース内に搭載した LED を観賞しながらのゲーミングを楽しむほか、落ち着いた環境での業務など、あら

ゆる利用法が可能です。究極の魅せる＆実用的なケースを求めるユーザーは、ぜひ DK シリーズにご注目ください。 

■製品名  DK-04F  (製品型番：DK-04FX / JAN: 4718466009289) 

   DK-05F  (製品型番：DK-05FX / JAN: 4718466009296) 

■店頭想定売価  DK-04F  235,000 円前後(送料込み：税抜き) 

   DK-05F  285,000 円前後(送料込み：税抜き) 

■製品 URL（DK-04F）     http://www.dirac.co.jp/dk-04f/ 

■製品 URL（DK-05F）     http://www.dirac.co.jp/dk-05f/ 

■メーカーURL      https://www.lian-li.com/dk-05f 

■製品特徴 

・ボタン操作による上下昇降機能(メモリー機能付)  

・E-ATX マザーボードに対応し DK-05F は 2 システム搭載が可能 

・多数の HDD が搭載可能なスタッキング構造の HDD ベイを採用 

・アクティブクーリングによる強力なエアーフローと 

 最大 480mm 水冷ラジエーターに対応 

・最長 400mm の拡張カードや全高 185mm の CPU クーラーが搭載可能 

・LED コントロールキットによるイルミネーション機能 

・調光ガラスパネルによりボタンで透明/不透明を切り替え可能 

 

http://www.dirac.co.jp/dk-04f/
http://www.dirac.co.jp/dk-05f/
https://www.lian-li.com/dk-05f
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【ボタン操作による上下昇降機能 

(メモリー機能付)】 

「DK-04F/05F」には、ボタンコントロールでの電

動上下昇降機能を搭載。正面のコントロールパネ ル

を操作することで、689mm～1175mm の間でデ

スク高を調整できます。さらに、メモリー機能も搭

載されており、PC を共有する 4 人のユーザー用に

高さを記憶させることも可能です。 

 

【E-ATX マザーボードに対応し DK-05F は 2 システム搭載が可能】 

前モデルの DK-04/05 は ATX マザーボード対応

でしたが、本製品はより大型の E-ATX に対応し

ました。また、DK-05F はこの E-ATX による PC

システムを 2 つ搭載可能で、ゲーミング PC とサ

ーバーといった異なるシステムを同時に稼働させ

ることもできます。 

 

 

 

【最長 400mm の拡張カードや全高 185mm の CPU クーラーが搭載可能】 

本製品はマザーボードだけでなく、その他パーツ用のスペースも広大です。拡張カードは最長 390mm(DK-04F)、400mm（DK-

05F）に対応。同時に重要なカードや CPU クーラーの高さは 185mm に対応しており、ハイエンドのビデオカードや空冷ファンを

余裕をもって搭載可能です。 

 

【調光ガラスパネルにより 

 ボタンで透明/不透明を切り替え可能】 

本製品は天板に厚さ 8mm の調光ガラスを採用し、ボ

タン一つで透明/不透明を切り替え可能にしました。内

部に搭載したイルミネーションパーツをじっくり鑑賞

したい、業務中のため落ち着いた環境にしたい、とい

ったユーザーのニーズにお応えします。 
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■製品仕様 

製品名 DK-04F DK-05F 

製品型番 DK-04FX DK-05FX 

JAN コード 4718466009289  4718466009296  

カラー ブラック 

製品寸法 / 重量 
(W)1000mm × (H)689～

1175mm × (D)740mm / 65kg 

(W)1400mm × (H)689～

1175mm × (D)780mm / 76kg 

材質 天板：調光ガラス / 外装：アルミニウム / インテリア＆脚：スチール 

対応マザーボード Mini-ITX / MicroATX / ATX / E-ATX 
Mini-ITX / MicroATX / ATX / E-ATX 

（2 システム対応） 

ドライブベイ 3.5 x9 or 3.5 x6 + 2.5 x3 （2.5 or 3.5 x4） x2 

搭載ファン 

（オプション） 

前面 120mm x4 or （140mm x3） 120mm x8 or （140mm x6） 

ボトム ー （120mm x6） 

背面 
左奥：120mm or （140mm x2） / 

右奥：120mm or （140mm x1） 

左右奥：120mm or （140mm x1）  

 中央奥：120mm or （140mm x2） 

対応ラジエーター 

前面 420mm or 480mm x1 420mm or 480mm x2 

ボトム ー 360mm x2 

背面 240mm or 280mm x1 240mm x1 

LED ストリップ 3（50LED） 4（66LED） 

外部 I/O ポート 

USB3.0 Type-A x4 / USB3.1 Type-C ×1 / 

AUDIO / ファンコントロールボタン  

 RGB コントロールボタン / Power・Reset・ガラ

ス調光ボタン / 

デスク高さ調整＆メモリボタン 

USB3.0 Type-A x6 / USB3.1 Type-C ×2 / 

AUDIO x2 / ファンコントロールボタン / 

RGB コントロールボタン / Power ボタン x2 /  

Reset・ガラス調光ボタン / 

デスク高さ調整＆メモリボタン 

拡張スロット数 8 8 x2 

電源 ATX：長さ 240mm まで ATX：長さ 230mm まで 

拡張カードスペース制限 長さ 390mm まで 長さ 400mm まで 

CPU クーラー制限 高さ 185mm まで 

パッケージサイズ (W)1500mm × (H)900mm × (D)670mm 

パッケージ重量 70kg 81.5kg 

製品保証 1 年 

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。 

輸送中に発生した外装不良は保証対象外です。 

重量ある製品のため、搬入・組立作業は必ず 2 人以上で行なってください。 

搬入・搬出・組立、その他この製品に付随する事項における事故や怪我につきましては、 

メーカー・弊社はその一切の責を負いかねます。  

 

■お問合せ 

株式会社ディラック PC 事業部 

電話：03-5298-3880 / e-mail：information_dirac@dirac.co.jp 

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。 

 

mailto:information_dirac@dirac.co.jp
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■製品画像（DK-04F） 

 

■製品画像（DK-05F） 


