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はじめに

pi-topは、Raspberry Piを利用したノートパソコンの自作 
キットです。
自力でノートパソコンの組み立てやLinuxなどのオープン 
ソースOSやPhytonソフトウェアを利用して取組める方もしく 
は、そのサポートが受けれる方を対象としています。
開封前に、必ず同梱されている部品の確認をお願いします。
組立の際ときに、海外製品のため部品のプラスチックバリな 
どが残っている可能性があるので、適切なあたりをつけなが 
ら組合せていくことをおすすめします。
使用開始後の落下・水没・改造などによる故障や不具合に対 
しては承ることができません。
また設計・ソフトウェア製作に関してサポートも行っており 
ません。

 2017年1月
 アールエスコンポーネンツ



Welcome
ようこそ pi-top ファミリへ!

pi-topは非常に特別なものです（もちろんそうですよ！）。
私たちはこの製品について非常に情熱的であり、あなたが何
かを創ることを学ぶことができるように優れたコンテンツを
提供することに興奮しています。 あなたへのサポートを実
現するため、pi-topが役立つでしょう、これからのエキサイ
ティングな創造的旅に参加してくれてありがとう！
pi-topが初めてコンピュータとソフトウェアを始める最良の
方法だと考えています。 箱を開け、すぐにコンピューティ
ングを探求する新しい方法に没頭して、新たな可能性の世界
を広げましょう。 あなたが成長して学ぶにつれ、pi-top はあ
なたの知識を広げるための創造的旅の一部となります - あな
たのイマジネーションで世界をどんどん広げましょう!

さあ、始めましょう! シンプルな絵で見てわかる取扱い説明
書で、始めていきます。 すぐにpi-topを組立てましょ
う。You Tubeなどの投稿動画も参考にしてください。ログ
イン後、かっこいいプロジェクトを創ったり、教育ゲームで
遊んだりできます！
コンピュータテクノロジー世界の入り口にすでにいますよ！
愛を込めて,

pi-top チーム
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準備: 製品の同梱内容をご確認ください

トップカバー

ベーストップ

*ベース

アクリルスライス

*注意: ベースには、Pi-Topのスマートバッテリが付属しています。
リチウムポリマー電池 – 細心の注意を払い、取扱ってください。.
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準備: 製品の同梱部品

ハブ基板

GPIO ブレークアウト ケーブル 電源コントロール ケーブル

*PCB ねじ X8
(銀色)

ACアダプタ（別売） AC電源ケーブル

*PCB スペーサ X8
(真鍮)

*M2.5 ナットx 9      *Small六角レンチ

1.25mm

*Large六角レンチ　*マイクロS Dカード

キーボード ケーブル

ラズベリーパイ本体（別売） HDMI ケーブル マイクロUSB ケーブル

*注意: 小さなパーツなどは、口に入れると窒息の危険があります。
３歳未満のお子様から手の届かないところに置きましょう。

2 mm
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ステップ1.1: プリント基板の準備

x 8x 8

必要な部品

注意: 静電気のない場所で作業してください。

PCB スペーサ
(真鍮)

ラズベリーパイ本体
（別売）ハブ基板

マイクロS Dカード

M2.5 ナット
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注意: プリント基板の損傷を避けるために、スペーサーとナットをプリント基板から離してください

マイクロSDカードをマイクロ
コンピュータの下のスロット
に挿入します

ステップ 1.2: プリント基板の準備

アダプタからマイクロSD
カードを取り出します。
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ステップ 2: ベースの準備

1.25mm

必要な部品

レールのカバーをベースの底から取り外します。 小さい六角レンチ
を使用して、ベースから静かに押し出すことができます。 それらは
磁気的に取り付けられており、アセンブリ全体を完成させた後に再び
取り付けて、ぴったりのように見えるようにします。

ベース

Small六角レンチ
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必要な部品

1.25mm

ステップ 3.1: トップカバーの取付け

トップカバー

ベース

Small六角レンチ
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ステップ 3.2: トップカバーの取付け

注意: ヒンジが完全に挿入されていることを確認します。 そうしないと、ヒンジやベースが損傷する可能性があります。

トップカバーがベースと揃っ
ていることを確認し、バック
ヒンジにカチッと音がするま
で差し込みます。
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ゆるやかにネジを締めるときは、トッ
プカバーを揃えておきます。

注意: ネジ頭の損傷を避けるためには、締めすぎないでください。

ステップ 3.3: トップカバーの取付け
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ステップ 3.4: トップカバーの取付け

開ける前に、ヒンジが完全
に挿入され、所定の位置に
固定されていることを確認
してください。
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必要な部品

x 4

2mm

このようにハブ基板を挿入す
る前にスクリーンケーブ
ルを接続することをお勧
めします。

ステップ 4.1: ハブの安定取付け

注意: 手順4-3まで、ハブ基板のバッテリコネクタがバッテリと直接接触していないことを確認してく
ださい。

PCB ねじ
(銀色))

Large 六角レンチ

ハブ基板
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ステップ 4.2: ハブ基板の安定取付け

整列と挿入

注意: 適切に調整し、過度の力を加えないように十分注意してください。

ロッキングバーを回転させる クリックして固定するまで両側を
軽く押し下げます
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ハブ基板の左側をベースに合わせたま
ま、ハブ基板のバッテリー記号を押し
込み、コネクターがバッテリーに完全
に挿入されたことを確認します。

この方法で簡単にこのボスに置くこ
とをおすすめします!

ステップ 4.3: ハブ基板の安定取付け
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ステップ 4.4: ハブの安定取付け

注意: ネジ頭を傷める可能性があるため、締めすぎないでください。
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M2.5ナットを使用してバッテリコネクタを固
定します。 ハブの金色パッドと接触するまで
固定してください。工具で締付け過ぎないで
ください。

ステップ 4.5: ハブの安定取付け
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ステップ 5: ラズベリーパイ本体の取付け

必要な部品

x 4

2mm

注意: 締め過ぎるとPCBスペーサが損傷することがあります。ベースがグリップ
するまで静かに締め付けてください。

PCB ねじ 
(銀色)

ラズベリーパイ本体
（別売）

Large 六角レンチ
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必要な部品

ステップ 6.1: ケーブルの取付け

HDMI ケーブル

マイクロUSB ケーブル

GPIO ブレークアウト ケーブル
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ステップ 6.2: ケーブルの取付け

内部のピンが損傷しないように、ブレ
イクアウトケーブルをハブに正しく挿
入してください。

ハブ基板の正面を見
てコネクタの向きを
修正してください。
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ステップ 7.1: ベーストップの準備

必要な部品

電源コントロール ケーブル

キーボード ケーブル

ベーストップ
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ステップ 7.2: ベーストップの準備

ベースプレートを取り付ける前にキー
ボードコネクタがケーブルの十分な動け
る遊びをもたせて、完全に挿入されてい
ることを確認してください。
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ステップ 8.1: ベーストップの取付け

必要な部品

キーボードUSBケーブルを挿入します。

*
注意: アクリルスライスの茶色の保護紙
を、使用前に取り除いてください。

ベーストップ

ベーストップ
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ステップ 8.2: ベーストップの取付け

ベーストップのタブは、ステップ3-1でトップカバーを取
り付けたときのヒンジと同じスロットに押し込みます。
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ステップ 8.3: ベーストップの取付け

電源コントロールケーブルをハブ基板に挿入する.
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ステップ 8.4: ベーストップの取付け

ボール頭ねじ
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ステップ 8.5: ベーストップの取付け

ベーストップが一旦位置合わせされ、定位置
に置かれると、ボール頭ねじの上に飛び出す
ように押し下げることができます。 各ボール
の位置は、それが所定位置に飛び出したこと
を確実にするために一緒に押し出すようにし
てください。



ステップ 8.6: ベーストップの取付け
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アクリルスライスから茶色の保護紙を
はがし、挿入します。
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おめでとう！　あなたのpi-topの完成です。
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ステップ 9: pi-topを使ってみよう！
電源を入れよう

• ACアダプタ（別売）を接続します。 これにより、
バッテリが出荷モードから起動します。

• 数秒後、電源ボタンの下にある緑のLEDが点灯を開始します。

• 電源ボタンを1～2秒間押し続けます。

Pi-topOSを使い始めよう

• 下記のURLリンクで、必ず最新の「pi-top OS」を付属のSDカード
にダウンロードしてください。

電源を切る

• マイクロコンピュータをシャットダウンするには、電源ボタンを
2、3秒間押し続けます。

• シャットダウンは、pi-topOSからもすることもできます。

• 強制的にシャットダウンするには、電源ボタンを5、6秒間押し続け
ます。 注意：これによりSDカードが破損する可能性があります。

https://www.pi-top.com/get-started

「pi-top OS」により、Wi-Fiへの 
接続、バッテリ寿命の監視、OS 
のパーソナライズが容易に実行 
できます。また、コード作成、 
回路構築、Raspberry Piを用い 
たハードウェアの作成方法など 
をゲームによって学ぶことがで 
きるCEED Universeが含まれてい 
ます。このほかにもpi-topには、 
リアルタイムコードエディタお 
よびレッスンプランガイドであ 
るpi-top  DASHBOARD（100時 
間以上のチュートリアルコンテ 
ンツを含む）に加え、　 
Raspbian、Raspbian、Python、
Scratch、Minecraft、Microsoft 
Office互換ソフトウェアスイート 
（Libre Writer、Libre Impress、  
Impress、 LibreCalc、  
Chromium、3D Slash）などのソ 
フトウェアが付属しています。
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Assembly Link集

• https://www.youtube.com/watch?v=DTWe7EwriiA

参考書

• https://www.youtube.com/watch?v=57-lSCnspC0

• https://www.youtube.com/watch?v=EWKa_SDRUSs

• ラズパイ超入門(日経BPパソコンベストムック
日経Linux　　石井モルナ・江崎徳秀 著

• 実例で学ぶRaspberry Pi電子工作 作りながら応用力を
身につける (ブルーバックス)　　作者: 金丸隆志

• みんなのRaspberry Pi入門　第3版　リックテレコム
［対応言語：Python］石井モルナ・江崎徳秀 著
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これはDIY製品です。Pi-Topを組み立てる際には特に注意が必
要です。 回路基板は耐久性はありますが、気をつけて取り扱
わないと破損する可能性があります。
以下のいずれにも責任を負いません：

•電池カバーまたはスマートバッテリ（電池カバーの下にあり
ます）の取り外しに起因する人身傷害または製品の損傷。 リ
チウムポリマー電池を使用する作業は危険です。資格と訓練
を受けた人のみができます。電池パックが完全に組み立てら
れ、ステンレススチールで保護されているますので、絶対に
外さないでください！

• SDカードの破損によるデータの損失.

•ケーブルをコネクタに差し込んだときに、ケーブルが過
大な力および/またはミスアライメントで損傷する。

• pi-top部品の誤使用による電気的傷害。

•ユーザエラーによる基板の損傷。 敏感な電子部品に有害な静
電気放電が加わらないように、基板を取り扱う際は静電気か
ら保護してください。

•誤った取り扱いの結果としてのコンポーネントの誤動作。

•改造や誤って使用の結果、画面が損傷する。

•このような処置の結果として電気的またはその他の傷害
を含む、液体との接触の結果としてのすべての損傷。

注意

•はんだの使用 - この製品はモジュール式設計であり、はんだ
付けは不要です。

•誤飲による窒息。 8歳未満のすべてのお子様の
pi-top使用は、組立てと遊んでいる間に大人の監督下にもとづ
き、行ってください。大人においも、電子機器の小さな部品が
ありますので、窒息も起こる場合があります。子供や学生が正
しい方法で使用していることを確認する必要があります。
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