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【LianLi 社新製品

縦置き横置き可能な強化ガラス採⽤の“魅せる”PC ケース「PC-O シリーズ」発売開始】

株式会社ディラック PC 事業部は台湾 LianLi 社製品「PC-O シリーズ」を 2015 年 2 ⽉ 10 ⽇(⽕曜⽇)より発
売開始いたします。本製品は、縦置き横置き可能の上に、壁掛けも出来る強化ガラスを採⽤したマザーボード
だけでなく、搭載 VGA をも“魅せる”構造にした PC ケースです。
〜魅せる、オープンエア・ウォールマウント型ケース〜
■4 種のオープンエア・ウォールマウント型アルミケース
本製品は、特⼤の強化ガラスの窓を通してケース内部全体を眺めることが可能です。スリムケースプロファイ
ルながらオリジナルの PCI-Express ライザーカードにより搭載する VGA をもマザーボードと⽔平に並ぶよう
に設置されて固定できるようになっています。PC-O シリーズは Mini-ITX モデルの「PC-O5」
、「PC-O5」に⽔
冷デバイスをサポートさせた「PC-O5S」、Micro-ATX モデルの「PC-O6S」、ATX モデルの「PC-O7S」の計 4
モデルとなっています。
■⽔冷システムに対応
PC-O5S、PC-O6S 及び、PC-O7S は⽔冷システムをサポート。この 3 つのモデルにおける「S」は⽔冷システ
ム対応を表しています。
Mini-ITX モデルの PC-O5S は 240mm ラジエータに対応。Micro-ATX 対応の PC-O6S、ATX 対応の PC-O7S
に⾄っては 360mm のラジエータにも対応が可能です。
■カスタマイズ可能なストレージオプション
PC-O シリーズはマザーボードベース上に設置された HDD ゲージの他に、マザーボードベース背⾯側のブラケ
ットに取り付けることも可能です。

[release_Lianli_PC-Oseries ]
■多彩な設置⽅法
PC-O シリーズは付属のアルミニウムスタンドを使⽤した「縦置き」の他に、オプションの⾜を取り付けて
「横置き」も可能。その他に壁に取り付ける「壁掛け」も可能となっています。
“魅せる”ということを主眼に置いたケースの中でも、搭載 VGA をも⽔平に魅せることを可能にした今までに
ない新しいアプローチのアルミニウム製スリム PC ケース、⽔冷対応というだけでなく、縦置き、横置き、さ
らには壁掛けにまで対応した多彩な設置⽅法がこのケースの魅⼒と⾔えます。
(※壁掛け⽤のフックは付属しておりません。)

■主な製品仕様
・オープンエアー型強化ガラス窓採⽤アルミ製スリム PC ケース
・Mini-ITX モデル 2 種、Micro-ATX モデル 1 種、ATX モデル 1 種の合計 4 モデル
・型番に「S」が付くモデルは⽔冷対応。PC-O5S は 240mm まで、PC-O6S 及び PC-O7S は
360mm までのラジエータの対応。
・PCI-Express ライザーカードにより搭載 VGA を⽔平に配置し“魅せる”ことが可能
・PC-O5、PC-O5S は SFX 電源に対応。PC-O6S 及び PC-O7S は ATX 電源に対応。
・オプションの PCI-Express ライザーカード 1 基追加することで、SLi や CrossFireX にも対応可能※
・スリム光学ドライブベイ搭載
※PC-O6S、PC-O7S のみ

製品名 :
・PC-O5: 4571388253501
・PC-O5S: 4571388253518
・PC-O6S: 4571388253525
・PC-O7S: 4571388253532
店頭想定価格
PC-O5 : \39,800 円前後(税別)
PC-O5S : \44,800 円前後(税別)
PC-O6S : \52,800 円前後(税別)
PC-O7S : \57,800 円前後(税別)
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製品仕様
製品名

PC-O5

PC-O5S

JAN コード

4571388253501

4571388253518

(H)390mm-(W)384mm-

(H)465mm-(W)384mm-

(D)133mm

(D)148mm

製品⼨法
ボディカラー

オールブラックアルマイト(強化ガラスパネル仕様)

ボディ材質

アルミウム製

5.25 インチベイ

1 基(スリムドライブ)

外部 3.5 インチベイ

なし

内部 3.5 インチベイ

最⼤ 3 基

内部 2.5 インチベイ

最⼤ 3 基

前⾯
背⾯
搭載ファン

140mm x 1

側⾯
上⾯

140mm x 1 オプション
-

-

120mm x 2

底⾯

-

対応マザーボード

Mini-ITX

拡張スロット数

System1

-

3基

4基

外部 I/O ポート

USB3.0 2 基/オーディオ⼊出⼒

対応電源ユニット

SFX 仕様(オプション)

拡張カードスペース

190mm

CPU クーラー最⼤⾼

70mm

電源ユニット最⼤奥⾏き
製品重量

85mm
140mm

5.4kg
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます

備考

6.4kg
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製品名

PC-O6S

PC-O7S

JAN コード

4571388253525

4571388253532

(H)515mm-(W)484mm-

(H)585mm-(W)514mm-

(D)148mm

(D)148mm

製品⼨法
ボディカラー

オールブラックアルマイト(強化ガラスパネル仕様)

ボディ材質

アルミ製

5.25 インチベイ

1 基(スリムドライブ)

外部 3.5 インチベイ

なし

内部 3.5 インチベイ

最⼤ 5 基

内部 2.5 インチベイ

最⼤ 4 基

搭載ファン

前⾯

-

背⾯

140mm x 1 オプション

側⾯

-

上⾯

120mm x 3

底⾯

-

対応マザーボード

System1

Micro-ATX

SP-ATX / ATX

拡張スロット数

4基

外部 I/O ポート

USB3.0 4 基/オーディオ⼊出⼒

対応電源ユニット

ATX 仕様(オプション)

拡張カードスペース

290mm

310mm

CPU クーラー最⼤⾼

85mm

85mm

電源ユニット最⼤奥⾏き

180mm

220mm

8.7kg

9.9kg

製品重量

SLi や CrossFireX を使う際、別途オプション PCI-Express ライザーカー
備考

ド 1 基追加可能
製品仕様は予告なく変更となる場合がございます

製品 URL
http://www.dirac.co.jp/pc-oseries/
メーカーURL:
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o5/
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o5s/
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o6s/
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o7s/
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製品画像

※PC-O5S 搭載例

※PC-O5 搭載例

※PC-O6S 搭載例

◆お問合せ
株式会社ディラック PC 事業部

電話：03-5298-3880

担当：⻫藤（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。

※PC-O6S 搭載例

