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 Raspberry Piユーザーの必要を満たすべく、SilverStone

はRaspberry Pi 3B+/3B/2B/1B+バージョン対応のアルミニウム

製ケース、PI01を開発いたしました。装着は簡単で、CPUからア

ルミニウム製ケースへの熱伝導を助ける2基のヒートシンクおよ

び放熱パッドが付属しています。

壁マウント対応

熱伝導を強化する設計のアルミニウム製ケース

2基のヒートシンクおよび放熱パッド付属

Raspberry Pi 3B+/3B/2B/1B+バージョンと互換

製品の主な特徴

製品紹介



製品仕様

SST-PI01B

ブラック

アルミニウム

Raspberry Pi 3B+/3B/2B/1B+バージョン

55 g

90 mm (W) x 28 mm (H) x 62 mm (D)

ヒートシンク

アルミニウム

ヒートシンク 1
ヒートシンク 2

: 9 mm (W) x 15.2 mm (H) x 9mm (D), 2.6 g
: 14 mm (W) x 15.2 mm (H) x 14mm (D), 6.5 g

モデルNo.

カラー

材質

対応Raspberry Piバージョン

重量 

寸法

材質

重量および寸法

放熱パッド

1.5W/m.k

-40°C ~ 200°C 

熱伝導率

動作温度

0.5 / 1.25mm

ブルーパッド
グレーパッド1
グレーパッド2

: 14 mm (W) x 0.5 mm (H) x 14 mm (D), 0.25 g 
: 14 mm (W) x 1.25 mm (H) x 14 mm (D), 0.4 g
: 9 mm (W) x 1.25 mm (H) x 9 mm (D), 0.2g

放熱パッド厚さ

重量および寸法



1. PI01ケース x 1

2. PCBネジ x 5

3. ケースネジ x 5

4. ドライバー x 1

5. ヒートシンク x 2

6. グレー放熱パッド1 x 4

7. グレー放熱パッド2 x 4

8. ブルー放熱パッド x 4

9. フットパッド x 4

インストール手順

パッケージ内容

PI01ケースの底部の半分にRaspberry Pi PCBを置きます1
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インストール手
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対応するサーマルパッドをヒートシンクの上下に取り付

けます

3

PCBをネジ止めします2



底部半分にアルミニウム製ケースを合わせ、ネジ止めし

ます

5

Raspberry PiのCPUおよびICにヒートシンクを置きます4



*注意: Raspberry Pi 3 B+をご利用の場合、CPUヒートシンクに

はブルー放熱パッドをご使用ください

フットパッドを貼り付けるとインストール完了です6



製品保証情報

保証条件

 全てのSilverStoneリテール製品は、製品お買い上げ日から最

低1年（下記リストの指定製品は3または2、3、5年保証）の限定保証

が付いています

1. 製造に問題があって生じた製品コンポーネントの欠陥または

  損傷は、保証の対象とな ります。以下の状況による欠陥また

  は損傷は、SilverStone Technology の判断のもと で修理ま

  たは交換されます。

a.誤用、濫用または他の不適当な行動のない、このマニュアル

  に示される指示に従 った使用。

b.天災（落雷、火災、地震、洪水、塩害、風害、昆虫、動物な

  ど…）に起因しない 損傷。

c.分解、改造、修理されていない製品。分解や交換されていな

  いコンポーネント。

d.保証マーク/ラベルが剥がされたり、損傷したりしていないこ

  と。 上記の以外の損失または損傷は、保証期間中でも保証対

  象になりません。

2. 保証期間中におけるSilverStone Technology の最大保証範囲

  は、製品の現在の市場価 格（輸送、取扱いと他の料金を除い

  た、見積もり価値）に限られます。SilverStone Technology 

  は、製品の使用に関連したその他の損害または損失の責任は

  負いかねます。

3. 保証期間中に、SilverStone Technology は、問題のある当社

  製品を修理・交換する義 務があります。予見できるか否かを

  問わず、どんなことがあってもSilverStone Technology はデ

  ータの損失、ビジネスの損失、利益の損失、製品または付随

  的・派 生的損害の使用の損失を含み、かつこれに限らず、販

  売、購入または使用に関連して 損害賠償の支払いの義務はあ

  りません、そして、これは保証、契約または怠慢の違反 に基

  づくか否かを問わず、SilverStone Technology がかかる損害

  の可能性について知 らされていた場合でも同様です。



4. 保証は許可されたSilverStone 卸売業者と再販業者を通して

  の最初の購入者にのみ適 用され、中古品購入者に譲渡はでき

  ません。

5. ユーザーは、保証の適格性を照明すべく、購入日付の記載さ

  れた売り上げレシートま たは請求書を提供する必要がありま

  す。

6. 問題が保証期間の間に生じた場合、リテーラー/リセラー/

  SilverStone認可の卸売業者 またはSilverStoneにご連絡くだ

  さい。 http://www.silverstonetek.com.

全てのSilverStoneリテール製品は、製品お買い上げ日から最低

1年（下記リストの指定製品は3または2、3、5年保証）の限定保

証が付いています。選択された製品モデルの保証内容詳細は、

SilverStone公式ウェブサイト、 www.silverstonetek.comをご

参照ください。

以下にご注意ください。

(i)お買い上げ日付の付いたレシートによって製品の初回購入の

  証 明を提供する必要があります。

(ii)SilverStone認可の卸売業者に製品を出荷（または運搬）

  するための費用は負担していただくこと。SilverStone認定の

  卸売業者は、保証サービス完 了した後に製品を出荷（または

  運搬）するための費用を負担します。

（iii）製品を送る前 に、SilverStoneからの返品製品認証

  （「RMA」）番号が支給される必要があります。更 新された保

  証情報は、SilverStoneの公式ウェブサイトに掲示されます。

  最新の情報は、http://www.silverstonetek.com.をご参照く

  ださい。



詳細情報および連絡先

北米対象  usasupport@silverstonetek.com
北米のSilverStone Technology は、新品ではなく、機能面でテ

ストされた一新された製品 によって、問題のある製品を修理・

交換するでしょう。交換製品は、保証期間の残りまた は30 日

のいずれか長い方の期間、保証対象となります。全ての電源は、

購入から30 日間 以内であるならば購入先に返送されるべきで、

30 日間以降は先ず「エンドユーザー用USA RMA 申請書」を下記

のリンクからダウンロードしてその指示に従うことで、顧客の

皆様 は米国SilverStone Technology とのRMA 手続きを始める

必要があります。

http://silverstonetek.com/contactus.php

オーストラリアのみ対象 
(support@silverstonetek.com)
当社商品は、オーストラリアの消費者法律のもとに除外されない

保証がついています。ユ ーザーは重大な故障を対象とした交換

または払い戻し、さらにその他の理に適った範囲で の予見可能

な損失・損害の賠償を得る資格があります。また、商品が許容

できる品質では なく、重大な故障でないならば、商品の修理・

交換を受ける権利もあります。保証の詳細 については、上記の

「保証条件」をご参照ください。

SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. 
+ 886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

ヨーロッパを対象 
support.eu@silverstonetek.de
中国を対象 
support@silverstonetek.com.cn
日本を対象 
support_jp@silverstonetek.co.jp
その他全ての地方を対象 
support@silverstonetek.com
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