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【 LianLi 社 3 スロットサイズの大型グラフィックスカードを搭載可能な Mini-ITX ケース 

「Q58」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 Mini-ITX ケース「Q58」4 機種を、

2021 年 10 月 12 日(火)より販売開始いたします。 

「Q58」は、付属のライザーケーブルを利用して GPU をケース側面に縦置きすることで、3 スロットサイズの大型 GPU を搭載可

能にした Mini-ITX ケースです。「Q58-3-BLACK / WHITE」は PCIe 3.0 ライザーケーブル付属モデル、「Q58-4-BLACK / 

WHITE」は PCIe 4.0 ライザーケーブル付属モデルとなっています。サイドパネルは上下分割式で、出荷時には上側が強化ガラ

ス、下側がメッシュパネルとなっていますが、上側と下側のパネルを入れ替えできるだけでなく、４枚のパネルを入れ替えること

で片側を全面ガラス、もう片側を全面メッシュにすることも可能なモジュラー構造を採用しています。また小型ケースにおいて一

般的な SFX 電源だけでなく ATX 電源（長さ 160mm まで）も搭載可能。さらにツールレスで SSD をホットスワップできるトレイ

を装備するなど各所に工夫が凝らされており、このクラスのケースとしては類を見ない圧倒的な汎用性の高さを備えています。 

「Q58」は、小型ケースでありながら、拡張性、メンテナンス性、デザイン性と三拍子そろった製品であり、他を圧倒する究極の

小型 PC といっても過言ではないでしょう。 

■製品名/型番  Q58-3-BLACK  （JAN: 4718466010650) 

■希望小売価格 14,999 円（税別） 

■製品名/型番 Q58-3-WHITE  （JAN: 4718466010674) 

■希望小売価格 15,999 円（税別） 

■製品名/型番  Q58-4-BLACK  （JAN: 4718466010667) 

■希望小売価格 17,999 円（税別） 

■製品名/型番 Q58-4-WHITE  （JAN: 4718466010735) 

■希望小売価格 18,999 円（税別） 

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/q58/ 

■メーカーURL http://www.lian-li.com/product/q58/ 

 

http://www.dirac.co.jp/q58/
http://www.lian-li.com/product/q58/
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■製品特徴 

・3 スロットサイズの大型 GPU を搭載可能な Mini-ITX ケース 

・PCIe 3.0 または PCIe 4.0 ライザーケーブルを付属し、GPU を垂直に設置可能 

・交換可能なヒンジ式ガラスおよびメッシュパネルを装備 

・SFX PSU および最大 160mm 長の ATX PSU をサポート 

・325mm までのラジエターをサポート 

・ツールレスで SSD をホットスワップできるトレイを装備 

 

【3 スロットサイズの大型 GPU を搭載可能】 

Q58 には PCIe 3.0 または PCIe 4.0 のライザーケーブルが付属しており、最大

3 スロット厚、320mm 長の GPU を垂直にマウントすることができます。 

 

 

 

 

【交換可能なヒンジ式ガラスおよびメッシュパネルを装備】 

上下分割式のサイドパネルには、3.0mm 厚の強化ガラス

パネル 2 枚と 1.0mm の微細なメッシュパネル 2 枚が採用

されており、ユーザーの好みに応じてパネルを入れ替える

ことができます。 

 

 

 

【SFX PSU および最大 160mm 長の ATX PSU を

サポート】 

Q58 は、SFX 電源と ATX 電源の両方に対応してお

り、SFX 電源モードから ATX 電源モードに変更す

るための追加ブラケットが付属しています。 
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【ツールレスで SSD をホットスワップできるトレイを装備】 

ケースのフロントトップには、Q58 専用に設計されたツール

レスホットスワップ SSD トレイが配置されており、トップパ

ネルとフロントパネルを開くだけで、ケーブルを外すことなく

SSD を素早く着脱することができます。 

 

 

 

 

 ■製品画像（Q58-3 / Q58-4 BLACK） 

 

 

 

 

 

■製品画像（Q58-3 / Q58-4 WHITE） 
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■製品仕様 

製品名 / 製品型番 Q58-3-BLACK Q58-3-WHITE Q58-4-BLACK Q58-4-WHITE 

JAN コード 4718466010650 4718466010674 4718466010667 4718466010735 

カラー ブラック ホワイト ブラック ホワイト 

ライザーケーブル PCIe 3.0 PCIe 4.0 

製品寸法 / 重量 (D)342mm × (W)170mm × (H)250mm / 4.0kg 

材質 アルミニウムパネル / SPCC スチール / 3mm 厚強化ガラス 

対応マザーボード Mini-ITX 

ドライブベイ 
SFX モード 2.5 インチ SSD x4 / 2.5 インチ SSD x3 ＋ 3.5 インチ HDD x1 

ATX モード 2.5 インチ SSD x2 

ファン 

（非搭載） 

SFX モード 
上面 120mm x2 または 140mm x2 

底面 120mm x1 

ATX モード 
上面 120mm x1 または 140mm x1 

底面 120mm x1 

外部 I/O ポート USB3.1 Type-C x1 / USB3.0 x1 / HD AUDIO x1 

拡張スロット数 3 

電源 SFX / SFX-L / ATX 電源長 160mm まで 

拡張カードスペース制限 長さ 360mm まで 

CPU クーラー制限 高さ 67mm まで 

ラジエター 

制限 

SFX モード 
上面 240mm x1 または 280mm x1 ※ 

底面 120mm x1 

ATX モード 
上面 120mm x1 

底面 120mm x1 

製品保証 1 年 

パッケージサイズ/重量 (W)240mm × (H)410mm × (D)415mm / 5.25kg 

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。 

※全長 315mm まで / 前面 SSD トレイなしの場合 325mm まで 

 

■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。 
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