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【 LianLi 社 「O11 Dynamic EVO」専用オプションキット５種 12 製品を販売開始】 

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、E-ATX 規格対応のコンパクトなミドル

タワーケース「O11 Dynamic EVO」専用オプション 5 種 12 製品を、2022 年 2 月 17 日(木)より販売開始いたします。 

「O11DE-1」「O11DE-2」は、グラフィックカードを縦置きするため のブラケットと PCI-e 4.0 対応のライザーケーブルキット

です。DE-1 は一般的な縦置き配置で、DE-2 はカード自体を垂直に配置します。「DE-3」は追加 I/O キットで、ケースの脚部に

USB 3.1 Type C ポートと USB 3.0 Type A ポートを増設します。「DE-4」はメッシュ構造のフロントパネルで、さらにエアフロ

ーを向上させたいユーザー向けのアイテムです。「DE-5」はトップパネルに I/O ポートを設置するためのキットで、机の下などに

O11 Dynamic EVO を設置したいユーザー向けのアイテムです。「O11DE-1」「O11DE-2」「O11DE-3」はブラック / ホワイトの

2 色、「O11DE-4」「O11DE-5」はブラック / ホワイト / グレーの３色からお選びいただけます。 

 

 

○VERTICAL GPU KIT 

ケース内にビデオカードを一般的な縦置き配置するためのブラケットと PCI-e 

Gen 4.0 対応ライザーケーブルです。ビデオカードをケース内の中央部または下

部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保

し、冷却効率を高めることができます。ブラックとホワイトの２種からお選びい

ただけます。 

■製品名/型番  O11 DE-1X（ブラック） （JAN: 4718466011329) 

■製品名/型番  O11 DE-1W（ホワイト）（JAN: 4718466011374) 

■希望小売価格 9,900 円（税込） 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/ 

■メーカーURL http://www.lian-li.com/product/o11de-1/ 

  

http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/
http://www.lian-li.com/product/o11de-1/
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■製品仕様 

製品名 / 製品型番 O11DE-1X O11DE-1W 

JAN コード 4718466011329 4718466011374 

カラー ブラック ホワイト 

製品寸法 / 重量 (L)118mm × (D)141mm × (H)141mm  

材質 1.0mm 厚スチール 

ライザーケーブル PCI-e Gen 4.0 

ケーブル長 200mm 

インターフェイス PCI-e x16 

拡張スロット 3 

製品保証 1 年 

パッケージサイズ/重量 (W) 195mm × (H) 153mm × (D)128mm / 484g 

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。 

 

○UPRIGHT GPU KIT 

ケース内にビデオカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットと PCI-e Gen 4.0

対応ライザーケーブルです。VERTICAL GPU KIT とは取付角度が 90 度違っており、

ビデオカードを直立させて配置します。お使いの冷却システム構成に合わせて取り付

け位置を調整できます。ブラックとホワイトの２種からお選びいただけます。 

■製品名/型番 O11 DE-2X（ブラック）  （JAN: 4718466011336) 

■製品名/型番 O11 DE-2W（ホワイト） （JAN: 4718466011381) 

■希望小売価格 11,900 円（税込） 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/ 

■メーカーURL http://www.lian-li.com/product/o11de-2/ 

■製品仕様 

製品名 / 製品型番 O11DE-2X O11DE-2W 

JAN コード 4718466011336 4718466011381 

カラー ブラック ホワイト 

製品寸法  
マウントフレーム：(L)71.8mm × (D)128mm × (H)67.58mm 

サポートフレーム：（L）70mm x （D）81mm x（H）10mm  

材質 1.0mm 厚スチール 

ライザーケーブル PCI-e Gen 4.0 ケーブル長 380mm 

インターフェイス PCI-e x16 

拡張スロット 3 

GPU 制限 

最大長さ：355mm 最大厚さ：61mm 

最大幅（HDD トレイパネル仕様）：108mm～150mm 

最大幅（ファンブラケット仕様）：135mm～150mm 

製品保証 1 年 

パッケージサイズ/重量 (W) 252mm × (H) 76mm × (D) 141mm / 396g 

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。 

http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/
http://www.lian-li.com/product/o11de-2/
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○ADDITIONAL I/O KIT 

USB 3.1 Type-C x1、USB 3.0 Type-A x2 ポートを備えた追加 I/O キットです。ケース下

部に３通りに設置できます。こちらもブラックとホワイトの２種からお選びいただけます。 

 

■製品名/型番 O11 DE-3X（ブラック）  （JAN: 4718466011343) 

■製品名/型番 O11 DE-3W（ホワイト） （JAN: 4718466011398) 

■希望小売価格 3,190 円（税別） 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/ 

■メーカーURL http://www.lian-li.com/product/o11de-3/ 

 

■製品仕様 

製品名 / 製品型番 O11DE-3X O11DE-3W 

JAN コード 4718466011343 4718466011398 

カラー ブラック ホワイト 

製品寸法  (L)122.2mm × (D)57.5mm x（H）21.5mm 

材質 2.2mm 厚プラスチック 

I/O ポート USB 3.0 x2 / USB 3.1 Type-C x1 

ケーブル長 800mm 

製品保証 1 年 

パッケージサイズ/重量 (W) 252mm × (H) 76mm × (D) 141mm / 292g 

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。 

 

 

○FRONT MESH KIT 

メッシュ構造のフロントパネルキットです。オリジナルの強化ガラスパネルと交換

することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。ケースの色に合わせ

てブラック、ホワイト、グレーの３色からお選びいただけます。 

■製品名/型番 O11 DE-4X（ブラック）  （JAN: 4718466011350) 

■製品名/型番 O11 DE-4W（ホワイト） （JAN: 4718466011404) 

■製品名/型番 O11 DE-4G（グレー）  （JAN: 4718466011411) 

■希望小売価格 3,190 円（税込） 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/ 

■メーカーURL http://www.lian-li.com/product/o11de-4/ 

  

http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/
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■製品仕様 

製品名 / 製品型番 O11DE-4X O11DE-4W O11DE-4G 

JAN コード 4718466011350 4718466011404 4718466011411 

カラー ブラック ホワイト グレー 

製品寸法 / 重量 (L)435.3mm × (D)218mm × (H)14.45mm / 661g 

材質 2mm スチール / 0.8mm メッシュスチール 

ファンサポート 120mm ファン x3 または 140mm ファン x2 

製品保証 1 年 

パッケージサイズ/重量 (W) 465mm × (H) 32mm × (D) 237mm / 957g 

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。 

 

 

○TOP I//O KIT 

O11 Dynamic EVO を机の下などに置いて使用するユーザーのために設計された、トップパネ

ルに I/O モジュールを設置するためのキットです。標準装備の I/O モジュールボックスから

I/O ケーブルを取り出し、トップパネルに配置しなおすことができます。こちらもケースの色

に合わせてブラック、ホワイト、グレーの３色からお選びいただけます。 

■製品名/型番 O11 DE-5X（ブラック）  （JAN: 4718466011367) 

■製品名/型番 O11 DE-5W（ホワイト） （JAN: 4718466011428) 

■製品名/型番 O11 DE-5G（グレー）  （JAN: 4718466011435) 

■希望小売価格 1,990 円（税込） 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/ 

■メーカーURL http://www.lian-li.com/product/o11de-5/ 

■製品仕様 

製品名 / 製品型番 O11DE-5X O11DE-5W O11DE-5G 

JAN コード 4718466011367 4718466011428 4718466011435 

カラー ブラック ホワイト グレー 

製品寸法 / 重量 (L)466.4mm × (D)65.7mm × (H)20.5mm / 231g 

材質 2mm アルミニウム / 2mm プラスチック 

製品保証 1 年 

パッケージサイズ/重量 (W) 490mm × (H) 32mm × (D) 90mm / 315g 

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。 

 

■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。 

  

http://www.dirac.co.jp/o11dynamic-evo-option/
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■製品画像（O11DE-1X / 1W） 

 

■製品画像（O11DE-2X / 2W） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■製品画像（O11DE-3X / 3W） 

 

 

 

 

 

 

 

■製品画像（O11DE-4X / 4W / 4G） 

 

 

 

 

 

 

 

■製品画像（O11DE-5X / 5W /5G） 

 

 

 

 

 

 

 


