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ご使用にあたって（本冊子・含保証書）は、製品をご使用される前に
必ずご覧ください。
製品保証規定・製品修理規定詳細は以下URLをご参照ください。
https://www.plathome.co.jp/support/
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OpenBlocks IX9
ご使用にあたって

型番

シリアル番号

保証期間

弊社出荷日

弊社出荷日よりセンドバック1年間
※有償で保証期間を延長される場合はこの限りではありません。

保証書

製品利用規定

免責事項
本装置を運用した結果において発生した、いかなる経済的損害に対する責任も負うことが出来ません。
使用制限
本装置は一般産業機器で、軍事目的・原子力制御・生命維持装置としては使用できません。
添付品と欠品の初期不良
添付品に欠品または初期不良があった場合には、弊社出荷日より30日以内に請求して下さい。
オープンソースソフトウェアの補償範囲
オープンソースOSを利用した製品のシステム動作においての不具合は、当社が独自に組み込んだ部分以外はそれぞれのオープン
ソースコミュニティの修正が反映されます。
このため、カーネルなどに何らかの不具合が発見された場合のアップデートは、オープンソースコミュニティのアップデートを待っ
ての対応となります。

1.  

2.

3.

4. 

ぷらっとホーム株式会社（以下、当社とします。）では本製品（以下、製品とします。）の利用に関して以下の通り定めてお
ります。 

※本保証書は本製品の修理の際に必要となりますので大切に保管ください。
※修理・保証に関する各種規定は本書裏面に記載されています。
※添付品は保証対象外です。弊社出荷日より 30日間、欠品の充当、または交換対応となります。

安全上のご注意①
・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
　また、お読みになったあとは大切に保管してください。
・ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、
必ずお守りください。

・本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につき
ましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

本機・ACアダプタを、加熱調理機器（電子レンジ
など）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電
磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでく
ださい。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本機・AC
アダプタの発熱・発煙・発火・故障などの原因と
なります。

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えない
でください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・
故障などの原因となります。

外部I/O端子やACアダプタ本体のプラグやUSB
給電コンソールケーブル、microUSBケーブルの
プラグに水などの液体や導電性異物（鉛筆の芯
や金属片など）が触れないようにしてください。
また内部に入れないようにしてください。
ショートによる火災や故障などの原因となります。

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉
塵の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では、
必ず事前に本機の電源をお切りください。
ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、
ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所
で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

使用中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今ま
でと異なることに気づいたときは、次の作業を
行ってください。
1. 本機の電源を切ってください。
2. 給電用ケーブルを全て抜いて下さい。AC アダ
プタはアダプタ本体を持ってプラグを抜いてく
ださい。異常な状態のまま使用すると、火災や感
電などの原因となります。

電池を機器に入れる場合は、＋（プラス）と－
（マイナス）の向きに注意し、表示どおりに入れて
ください。
間違えると電池の破裂、液もれ、発火の原因にな
ります。

注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場
所に置かないでください。
落下して、けがや故障などの原因となります。

本機を給電機器から取り外す際は、コードを引っ
張らず、プラグを持って取り外してください。
コードを引っ張るとコードが傷ついたり、端子の
破損による火災や感電などの原因となります。

ご使用環境によっては高温になる場合があります。
やけどのおそれがありますので、本体底面に手を
触れないようにしてください。

表示の説明
次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場
合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理
解したうえで本文をお読みください。

危険

警告

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また
は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定
される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また
は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負
う可能性が想定される場合および物的損害のみ
の発生が想定される」内容です。

危険

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直
射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・
放置しないでください。
機器の変形・故障や内蔵電池の漏液・発熱・発火・
破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱
くなり、やけどなどの原因となることがあります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理を
しないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因と
なります。また、内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発
火などの原因となります。本機の改造は電波法
違反となり、罰則の対象となります。

濡らさないでください。
水などの液体が入ったときに、濡れたまま放置す
ると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因と
なります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

本機、SIMカード、ACアダプタ、
SDカードの取り扱いについて

添付された以外のACアダプタを本製品に使っ
たり、本製品に添付のACアダプタを他の製品に
使ったりしないでください。
ACアダプタの発熱・発火・故障などの原因となり
ます。

絵表示の説明
次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。
内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

禁止（してはいけないこと）を示します。

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただ
くこと）を示します。

禁止

指示

パッケージ内容

HDMI/DVI 対応モニターへ出力する場合は、必ずアクティブタイプの変換アダプターをご利用下さい。
OpenBlocks IX9 本体 以外は添付品のため、保証対象外となります。
弊社出荷日より 30 日間、欠品の充当、または交換対応となります。

⑤ ご使用にあたって ×1

① OpenBlocks IX9 本体 ×1 ③ LANケーブル ×1② USB Type-A microUSB
　 ケーブル ×1 

操作マニュアルについて

ソフトウェアについて

操作に関するマニュアルは同梱されておりませんので、弊社ホームページより入手をお願いします。
https://www.plathome.co.jp/support/document/ix9/

④ ACアダプタ ×1

■ ユーザー登録について
下記の弊社ホームページよりユーザー登録をお願いいたします。
ユーザー登録いただきましたお客様へは、アップデート情報の通知や重要な情報のご案内を
実施しております。

https://www.plathome.co.jp/contact/ix9-regist/

出荷時に含まれる主なオープンソースライセンス

Debian Project 及びその協力者によって開発されたDebian GNU/Linux を搭載したモデルは、出荷時にDebian フリーソフ
トウェアガイドラインによってmainカテゴリに分類されたフリーソフトウェア/オープンソースソフトウェアを含みます。

・GNU General Public License
・GNU Lesser General Public License
・GNU Library General Public License
・Modified BSD License

・Perl Artistic license
・zlib-style licenses
・OpenSSL License

詳細は当社が公開している以下URLをご覧いただくか、システム内の/usr/share/doc/[パッケージ名]/copyrightを参照下さい。
ftp://ftp.plathome.co.jp/pub/OBSIX9/debian_license.txt



非対象製品
本体に当社名、当社製品名やロゴ等が記載されていても、当社でない第三者による製品形態（外観や内部構成等）や添付品（マニュアルや保証規定等、添付書面の記載内
容も含む）の変更が行われ、当社標準出荷状態と異なっている場合、当社の製品保証は適用されません。また、いかなる損害に対する責任も当社で負うことは出来ません。
消耗品・有寿命部品 
製品には消耗品と有寿命部品が含まれます。消耗品は製品保証の対象には含まれません。また、有寿命部品については修
理の際、当社にて寿命に達したと判断した場合、交換に関る費用は有償となります。
1). 消耗品に該当するもの 
 フロッピーディスク・CD-ROM 等の媒体・バッテリ・その他、当社が消耗品と定義しホームページ等で公示するもの 
2). 有寿命部品に該当するもの 
 ハードディスクドライブ・各種光学ドライブ・ファン・電源ユニット・AC アダプタ・コンパクトフラッシュ・eMMC・その他、当社が有寿命部品と定義し、ホームページ等で公示するもの 
保証の適用条件 
本保証適用の前提条件は以下の通りです。
1). 本規定や当社の別途定める修理規定、製品に添付のマニュアルや警告用紙、ご使用上の注意等、書面に記載している、
もしくは当社ホームページにて公示している使用環境・条件に従い、適切に使用されている事

2). お客様は、製品の記憶装置（ハードディスク等）や、ハードウェア上に記録されたデータ、プログラム、ライセンス情報、ならびに設定内
容について、当社は保証せず、当該データの消失、破損、変更等について、当社が一切責任を負わない事について同意いただける事

3). お客様は、障害の切り分け、ログファイルや設定情報の提示等、修理に当たっての当社からの故障内容の詳細確認依頼
および、修理依頼品の梱包・当社指定場所までの送料負担に協力いただける事

保証の適用外 
保証期間内においても次のような場合には、作業費及び修理に必要となる部材費が有償となります。
1). 修理依頼時に保証書の提示がない、または当社出荷日が確認できない場合 
2). 保証書の記載事項が事実と異なる場合 
3). 当社指定フォーマット以外での報告書の提出依頼や詳細な解析を伴う障害報告を依頼された場合 
4). 製品納品後（着荷後）のお客様、もしくは第三者による運搬や移動が原因で生じた故障及び損傷 
5). 火災、地震や台風などの災害、戦争や騒乱などの人災、公害や異常電圧などの使用環境による故障及び損傷
6). バッテリやコンパクトフラッシュ等、消耗品や有寿命部品で、当社が寿命に達したと判断した部品を交換する場合 
7). 接続された他の機器に起因して故障した場合 
8). ご使用上の誤り、または不当な修理や改造、誤接続、誤挿入や指定外の電源使用による故障および損傷の場合 
9). お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合（例:埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入による故障等） 
保証の期間延長等 
当社では、保証期間延長や、オンサイト修理サービス、サポートサービス等、製品標準の保証を超えた追加サービスを有償で
提供しております。追加サービスの内容や費用については当社営業担当、または製品のご購入元までお問い合わせください。 
オプション品およびソフトウェアの保証 
1). 製品オプションに関する保証内容は、お客様が実装される製品本体の保証内容が適用されます。また、その保証期間は
オプション品に付与されている保証期間と、製品本体の残余保証期間の何れか短い方が適用されます。 

2). 当社が製品にあらかじめインストールした各ソフトウェア（オペレーティングシステムやソフトウェア全般を含む）の保証は
製品保証には含まれず、各ソフトウェアの使用許諾やライセンス契約等の条件に従い、現状有姿のままで提供されます。

保証制限 
お客様が使用する製品の故障に対する本規定に基づく当社の保証限度額は、お客様が支払った製品購入価格、または本規
定の適用条件のもとで発生した故障部品の修理・交換費用のうち、いずれか低い方の金額となります。
そのほか製品の使用・未使用に関らず、採用した結果において発生した、直接的、間接的、派生的、偶発的等、いかなる損害に対する責任も当社で負うことは出来ません。 
通知の義務 
ユーザー登録を行っていない場合、製品欠陥などが発見されても通知の義務は無いものとします。 
規定の変更 
当社はお客様のへの事前の通知およびその承認なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条
件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により開示するものとします。
その他 
1). 本製品保証は、日本国内においてのみ有効です。 
2). 本規定に基づき提供される保証に関して、お客様と当社との間に係争が生じた場合は、お互いに信義誠実の原則に従って解決するものとします。 
3). 前項において、訴訟による解決が必要な場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
4). 本規定に基づき提供される保証に関しては、日本法に準拠するものとします。

第3条

第4条
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第10条
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ぷらっとホーム株式会社（以下、当社とします。）では本製品（以下、製品とします。）の修理に関して以下の通り定めて
おります。 

修理 
当社における修理とは、製品（ハードウェアに限る）が当社にて故障と判断した場合において、故障部品の交換にて製品の機
能を回復させるサービスです。 
センドバック修理 
センドバック修理とは、修理依頼品を当社へ持ち込む、または送付いただき実施する修理です。 
オンサイト修理 
オンサイト修理とは、当社技術員、もしくは当社が指定した技術員が故障した製品の設置場所へ訪問し、実施する修理です。 
修理問い合わせ先、受付時間 
製品に添付の保証書やマニュアル、または当社ホームページにて記載しております。
費用 
センドバック修理、オンサイト修理のどちらも修理に関る費用は、個別にお見積りします。センドバック修理での修理依頼品の
当社受領後、もしくはオンサイト修理注文後の修理キャンセルについては出張費用または検査費用と送料を申し受けます。 
修理受付期間 
当社では製品毎に修理受付期間を設定しています。修理受付期間とは無償、有償に関わらず製品の修理を受付ける期間を
意味します。この期間を越えた製品に対しては修理をお断りする場合があります。当社が、本製品に定める修理受付期間は4
年間です。尚、主要部品の生産中止・採用規格の終息・その他社会情勢などにより予告なく期間を短縮する場合があります。  
故障品の所有権 
修理または代替にて交換した故障部品・故障製品の所有権は、修理作業または代替交換が完了した時点で当社に帰属する
ものとします。 
交換部品 
1). 交換部品が生産中止等の理由で入手できない時には、相当品またはそれ以上の性能を有する部品と交換する場合が
あります。尚、相当品またはそれ以上の性能を有する部品への交換にあたり、お客様へ基本ソフトを含むソフトウェアの
バージョン変更をお願いする場合があります。 

2). 交換に使用する部品は、各部品の製造元、および当社にて動作確認が行われた再生品を使用する場合があります。
修理完了品の保証 
修理にて修理・交換をおこなった後、同一症状、かつ、同一箇所の故障が発生した場合は、修理完了日より 3カ月間、無償で
再修理します。ただし、修理完了日より3カ月間に修理受付期間を超える場合、無償での再修理期間は修理受付期間の残余
期間が適用されます。
修理対象外 
下記の状況下においては、修理をお断りする場合があります。 
1). 日本国外で使用された場合 
2). 機密保持等の理由により製品本体または故障部品を設置場所より移動できない場合 
3). 記憶媒体内のデータの漏洩防止義務を当社に要求された場合 
4). 故障内容の提示が無い場合または故障内容の確認にお客様の協力が得られない場合 
5). 当社技術員または当社で認定した技術員以外やお客様自身で製品本体を修理、調整、改造等をした場合 
6). 人体に有害な物質が製品本体に付着している場合、または付着していると想定される場合 
7). インターネットオークション・個人売買による転売や譲渡で、マニュアルや警告用紙、ご使用上の注意等、添付品に欠品
があり、使用方法や保証内容の説明が不十分で転売・譲渡が行われた場合

規定の変更 
当社はお客様のへの事前の通知およびその承認なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本規定の各内
容は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により開示するものとします。 
その他 
1). 本規定に基づき提供される内容に関して、お客様と当社との間に係争が生じた場合は、お互いに信義誠実の原則に
従って解決するものとします。 

2). 前項において、訴訟による解決が必要な場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
3). 本規定に基づき提供される保証に関しては、日本法に準拠するものとします。 

第1条

第2条

第3条 

第4条

第5条

第6条

第7条

第8条

第9条

第10条

第11条

第12条 

製品保証 
当社における製品保証は、当社出荷日より製品に添付の保証書記載の期日の間、当社にて製品の故障と判断した場合にお
いて、本規定および当社の別途定める修理規定に従い、次のいずれかの形態にて当社が無償にて修理を実施します。
1). 保証書にオンサイトと記載のある場合 
 当社技術員、もしくは当社が指定した技術員が故障した製品の設置場所へ訪問し、修理を実施します。 
2). 保証書にセンドバックと記載のある場合、またはオンサイトと記載の無い場合 
 修理依頼品を当社へ持ち込む、または送付いただき、修理を実施します。
対象製品 
製品に添付の保証書に記載しています。

第1条

第2条

ぷらっとホーム株式会社（以下、当社とします。）では本製品（以下、製品とします。）の保証に関して以下の通り定めております。

＜6＞＜5＞

＜7＞ ＜8＞

お問い合わせ

警告

ACアダプタの取り扱いについて

使用中は、布や布団でおおったり、包んだりしな
いでください。
熱がこもって火災や故障などの原因となります。

指定以外の電源・電圧で使用しないでください。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故
障などの原因となります。
ACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流 ACコ
ンセント専用）
また、海外旅行用として、市販されている「変圧
器」は使用しないでください。火災・感電・故障の
原因となります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないで
ください。
感電などの原因となります。

濡れた手でACアダプタのプラグや端子を抜き
差ししないでください。
感電や故障などの原因となります。

プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを
持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布な
どで拭き取ってください。
火災の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、AC
アダプタのプラグや端子に導電性異物（鉛筆の
芯や金属片など）が触れないように注意して、
確実に差し込んでください。
感電やショートによる火災・やけど・故障などの
原因となります。

本機にACアダプタを抜き差しする場合は、無理
な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてくだ
さい。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

長時間使用しない場合は、ACアダプタ本体を持
ってプラグをコンセントから抜いてください。
感電・火災・故障の原因となります。

万一、水などの液体が入った場合は、ただちに
ACアダプタを持って、コンセントからプラグを抜
いてください。
感電・発煙・火災の原因となります。

注意

ACアダプタをコンセントに接続しているときは、
引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。

プラグに手や指など身体の一部が触れないよ
うにしてください。
やけど・感電・傷害・故障の原因となります。

ACアダプタをコンセントから抜くときは、コー
ドを引っ張らず、必ずACアダプターを持ってプ
ラグを抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火
災などの原因となります。

ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでく
ださい。
火災、やけど、感電の原因となります。

警告

指定の電池以外はご使用にならないでください。
漏液・破裂・発火の危険があります。

ご使用後の電池は充電、分解、火の中に投下す
るようなことはしないでください。
漏液・破裂・発火の危険があります。
また、電池を廃棄する場合は各自治体の指示に
従って処分してください。

注意

火の中に投下しないでください。
内蔵電池を漏液・破裂・発火させるなどの原因と
なります。

本機内のSIMカードスロットやMMCカードスロ
ットに水などの液体や金属片、燃えやすいもの
などの異物を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切る
か、機内モードに設定してください。航空機内で
の使用については制限があるため、各航空会社
の指示に従ってください。
航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となり
ます。
なお、航空機内での使用において禁止行為をし
た場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に
従ってください。
使用を禁止されている場所では、本機の電源を
切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原
因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機
器の近くでは、本機の電源を切ってください。電
子機器が誤動作するなどの影響を与える場合が
あります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型
除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・
自動ドア・その他の自動制御機器など。

車両電子機器に影響を与える場合は使用しない
でください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれ
に車両電子機器に影響を与え、安全走行を損な
う恐れがあります。

本機に磁気カードなどを近づけないでください。
キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカ
ード・フロッピーディスクなどの磁気データが消
えてしまうことがあります。

本機の取り扱いについて
本機の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示

BR2032/S5CK

電池の種類

コイン型リチウム電池

TEL: 03-5213-4372
受付時間：平日 9:30-12:00, 13:00-18:00
 （祝祭日、弊社休業日を除く） 

E-mail: support@plathome.co.jp
ご購入後の製品に関するお問い合わせ、修理に関す
るご連絡は下記までお問い合わせください。

ぷらっとホーム株式会社

その他のご注意
・この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合に
は使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A

・本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いい
たします。

・本製品に搭載されている記憶媒体はeMMCで、書き込み回数に制限が設けられた有寿命部品です。修理の際、書き込み上限
に達していることが確認された場合には保証期間内であっても有償修理となります。

・本機のログイン設定において、製品出荷時のデフォルトパスワードを必ず変更して下さい。
・定期的にセキュリティアップデートを行って下さい。
・長期停止後や、運用開始前には、必ず始動点検を行って下さい。
・通信における暗号化技術を積極的に導入することをおすすめします。
・なりすましを防止する個体識別等の認証技術の導入をおすすめします。
・その他、総務省が発行する「IoTセキュリティガイドライン」も参考にして下さい。

IoT機器を安全に利用するために

従来の人が介在するインターネット利用とは違い、本機では機械同士が情報を自動でやり取りをするため、通信のセキュリティに
おいて見落としがちになります。
ここでは本機を安全にご利用いただく為に、以下のセキュリティ対策を行い、細心の注意を払ってご利用ください。

安全上のご注意② 本機を安全に利用するために

製品修理規定 製品保証規定


