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【 Lian Li 社 画期的なモジュラーバックパネル設計の ATX ケース「O11 DYNAMIC MINI」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)製モデル画期的なモジュラーバックパネル設計

の「O11 DYNAMIC MINI」（製品型番：O11 DYNAMIC MINI BLACK/WHITE）を、2020 年 12 月 11 日（金）に販売開始します。 

「O11 DYNAMIC MINI」は、ベストセラーATX ケース「O11 DYNAMIC」と同じく「Der8auer」と共同で設計した省スペースケース

です。「O11 DYNAMIC」のコンセプトである省スペースありながら最大数の水冷構成に対応できるケースをさらに推し進め、さらにサ

イズを小さくし、使用するマザーボードサイズに対して様々な水冷構成を提供することができます。 

また、画期的な「モジュラーバックパネル」設計により、ケース背面に配置された拡張スロット数が異なる 3 種類のＩ/O パネルを調整

し、好みの構成にケースを最適化することができます。 

本製品は、お好みのマザーボードで自由自在な水冷構成が構築でき、PC の自作をとことん楽しみたい方にとって、このケースは最良の

選択肢となることでしょう。 

■製品名/製品型番 O11 DYNAMIC MIMI BLACK  (JAN: 4718466009722) 

O11 DYNAMIC MINI WHITE  (JAN: 4718466009739) 

■希望小売価格  11,800 円 (税抜き) 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/o11d-mini/ 

■メーカーURL  https://www.lian-li.com/o11-dynamic-mini/ 

 

■製品概要 

・画期的なモジュラーバックパネル 

・モジュラー冷却構成 

・様々な構成に対応できるポンプスタンドが付属 

・洗練された I/O ポート 

・高性能 CPU クーラーやビデオカードも搭載できるクリアランス 

 

 

http://www.dirac.co.jp/o11d-mini/
https://www.lian-li.com/o11-dynamic-mini/
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【画期的なモジュラーバックパネル】 

I/O パネルがモジュラーデザインとなっておりで、ユーザーはケース背面に配置された拡張スロット数の異なる 3 種類の I/O パネルから

選択し、I/O パネル開口部の高さを調整して、自分好みの構成にケースを最適化することができます。 

- 7-PCIe スロット：I/O パネル開口部は最上部に位置し、マザーボードトレイ拡張バーは所定の位置にあり、ケースは EATX (最大横

幅 280mm)または ATX マザーボードのいずれかをサポートします。 

- 5-PCIe スロット：I/O パネル開口部は中央に位置し、ケースは MICRO-ATX またはMINI-ITX マザーボードをサポートします。 

- 3PCIe スロット：I/O パネル開口部は可能な限り低い位置にあり、ケースは MINI-ITX マザーボードをサポートします。 
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【モジュラー冷却構造】 

「O11 DYNAMIC MINI」は、マザーボードの上部、下部、側面にラジエーターとファンのための複数のマウントポイントを提供し、ユ

ーザーは選択したマザーボードの場所とサイズに応じて、幅広い構成を選択することができます。 

ケース 1.7 スロット ATX マザーボード 

上部：3x120mm/2x140mm ファン、 

トップパネルからマザーボードベースまでの幅 25mm 

下部：360mm/240mm ラジエター、 

3x120mm/2x140mm（最大の厚さ 20mm）ファン 

側面：280mm/240mm ラジエーター、2x120mm/2x140mm フ

ァン 

 

 

 

ケース 2. 7 スロットマイクロ ATX  

上部：3x120mm/2x140mm ファン 、 

トップパネルからマザーボードベースまでの幅 25mm 

下部：360mm/280mm/240mm ラジエーター、

3x120mm/2x140mm ファン 

側面：280mm/240mm ラジエーター、2x120mm/2x140mm フ

ァン 

 

 

 

 

ケース 3. 7 スロット Mini-ITX 

上部：3x120mm/2x140mm ファン 、 

トップパネルからマザーボードベースまでの幅 25mm 

下部：360mm/280mm/240mm ラジエーター、

3x120mm/2x140mm ファン 

側面：280mm/240mm ラジエーター、2x120mm/2x140mm ファン 
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ケース 4. 5 スロット Micro-ATX マザーボード 

上部：3x120mm/2x140mm ファン、360mm/280mm ラジエタ

ー、トップパネルからマザーボードベースまでの幅 65mm 

下部：360mm/240mm ラジエター、3x120mm/2x140mm ファ

ン 

側面：280mm/240mm ラジエーター、2x120mm/2x140mm フ

ァン 

 

 

 

ケース 5. 5 スロット Mini-ITX マザーボード 

上部： 3x120mm/2x140mm ファン 、360mm/280mm のラジエータ

ー 、トップパネルからマザーボードベースまでの幅 65mm 

下部：360mm/280mm/240mm ラジエーター、3x120mm/2x140mm

ファン 

側面：280mm/240mm ラジエーター、2x120mm/2x140mm ファン 

 

 

 

ケース 6. 3 スロット Mini-ITX マザーボード 

上部：3x120mm/2x140mm ファン、360mm/280mm ラジエーター  

下部：360mm/280mm/240mm ラジエーター、

3x120mm/2x140mm ファン 

側面：280mm/240mm ラジエーター、2x120mm/2x140mm ファン 

 

 

 

 

■お問い合せ 

株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880 e-mail：infomation_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。 
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■製品仕様 

■製品画像 

BLACK 

 

WHITE 

 

製品名 O11 DYNAMIC MINI 

製品型番 O11 DYNAMIC MINI BLACK O11 DYNAMIC MINI WHITE 

JAN コード 4718466009722  4718466009739  

色 ブラック ホワイト 

製品寸法 / 重量 (D)420mm X (W)269.5mm X (H)380mm / 調査中 

材質 
ボディ 

0.8mm スチール(ボディ）、1.0mm スチール(内部、バックパネル)、 

2mm アルミニウム(トップ及び左側パネル) 

ウィンドウパネル 4mm 強化ガラス（側面および前面パネル） 

対応マザーボード ATX/ Micro-ATX/ Mini-ITX 

5.25 インチベイ － 

3.5 インチベイ 内部 2 

2.5 インチベイ 内部 2 

搭載ファン 

トップ 

出荷時 

- 

オプション 

（最大搭載数） 

120mm x3 / 140mm 

x2 

リア - 120mm x1 

サイド - 120mm x3 

ボトム - 
120mm x3 / 140mm 

x2 

外部 I/O ポート USB3.0 (Type-A) ×2 / USB3.1 Type-C ×1 / Audio / Mic 

拡張スロット数 3 or 5 or 7 

拡張カードスペース制限 長さ 395mmまで 

CPU クーラー制限 高さ 170mmまで 

ラジエーター制限 

トップ： 240mm / 280mm / 360mm × 1 

リア： - 

サイド： 240mm / 280mm × 1 

ボトム： 240mm / 280mm / 360mm × 1 

対応電源 SFX/ SFX-L 

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。 


