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Notice：These materials are not an offer for sale of the Shares of Plat’Home Co., Ltd. in the United States.  The Shares or any 
other securities ( together , the “Securities” ) may not be sold in the United States absent registration or an exemption from
registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.  Plat’Home Co., Ltd. does not intend to register any portion of 
the offering in the United States or to conduct a public offering of Securities in the United States. 
 
注）本書は、米国において当社の株式、その他の有価証券（あわせて「有価証券」といいます。）を勧誘、販売するものではあり
ません。当社の有価証券は、1933年合衆国証券法 （その後の改正を含みます。） に基づいて登録されておらず、米国においてま
たは米国人 （または米国においてまたは米国人に対してもしくはその計算においてもしくはその利益において、直接・間接を問わ
ず、勧誘、販売、転売、証明書交付もしくは交付またはその他の取引を行おうとするその他の者） に対してもしくはその計算にお
いてもしくはその利益のために、直接・間接は問わず、勧誘、販売、転売、証明書交付もしくは交付またはその他の取引をするこ
とはできません。当社は、米国において公募のいずれの部分も登録する予定はありませんし、米国において当社の有価証券を公募
する予定はありません。 
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日本貿易振興機構（JETRO）の支援による米国市場調査事務所開設に関するお知らせ 

 
 

 

 ぷらっとホーム株式会社（〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13秋葉原ダイビル9F 代表取締役社長 鈴木

友康、以下ぷらっとホーム）は、独立行政法人日本貿易振興機構（〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 以下ジェ

トロ：JETRO）と、ジェトロが実施する事業である「ベンチャー・インキュベーションin USA」（以下 本事業）の

支援対象企業となる協定を本日締結しました。今後ぷらっとホームは、本事業が運営するインキュベーション・セン

ター（米国シリコンバレー）に事務所を開設し、本事業が提供するビジネスアドバイザーサービスを受け、ぷらっと

ホームの自社製品であるマイクロサーバを米国市場で販売するための、市場調査、顧客開拓を行います。 

  

ぷらっとホーム株式会社が本事業より受ける支援概要と米国市場調査、顧客開拓活動は以下のとおりです。 

1.支援内容 

（1） 入居支援 米国シリコンバレーにあるインキュベータ内に入居スペースの提供を受ける 

（2） アドバイザー支援 ビジネスアドバイザーによるサービスの提供を受ける 

2.入居時期 平成19年7月以降 

3.場所   US-Japan Business Innovation Center（米国、カリフォルニア州サンノゼ） 

4.期間   入居から1年間 

5.米国市場調査、顧客開拓活動 

主にぷらっとホームの自社製品であるマイクロサーバを米国市場で販売するための、市場調査、顧客開拓を行い

ます。 

マイクロサーバとは: 

当社は1993年よりLinuxを手がけており、1996年よりLinux搭載サーバを製造・販売しております。2000年には

Linux搭載の超小型単機能サーバを開発し、これを“マイクロサーバ”として販売しております。 

マイクロサーバは、顧客またはサービス提供者が独自のソフトウェアを搭載できるプラットフォームで、ネット

ワークやサービスの監視、クライアントPCの認証サーバ、センサー連携によるビル等の監視、VPN装置等の用途な

ど、幅広く用いられております。 

また、マイクロサーバを使用した付加価値製品として、マイクロサーバに各種ソフトウェアを搭載したアプライ

アンス製品（注）の開発・販売も行っております。 

以上のように「マイクロサーバ」という市場は当社が2000年の製品投入以降、世界に先駆けて開拓してきた分野
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であり、現在までに当社は、国内通信事業者を始めとし、システムインテグレータ、建設会社などへの、累計

20,000台以上の納入実績を誇ります。 

今回、当社は、本製品の米国等における販売拡大を目指し、ジェトロの協力を得て、米国市場調査及び顧客開拓

を行う事務所を開設するものです。 

 

 なお、本件による当社の業績への影響は軽微の見通しです。 

以上 

 

マイクロサーバシリーズ（写真） 

 

 

（注 当社のマイクロサーバ・アプライアンス製品の例） 

(A) 監視BlockS™ 

ネットワークおよびサーバの運用を自動監視する機器である。従来の監視アプライアンスでは、使用にノウハウや

前提知識を多く必要とし、小規模ネットワークの監視用途には価格、機能ともオーバースペックである場合が多い。

監視BlockS™は、実装する機能を絞り込みシンプルかつ高いコストパフォーマンスを持つソリューションとして、シ

ステム管理者に支持されている。 

(B) PacketiX BOX™ 

PacketiX BOX™とは、従来よりも低いレイヤでの構築を実現するVPNソフトウェアPacketiX™の開発元であるソフ

トイーサ株式会社(代表取締役会長 登 大遊 / 本店所在地 茨城県つくば市)と当社で共同開発した

OpenMicroServer™ベースのアプライアンス製品である。 
 PacketiX™は、独自のプロトコルを用いEthernet上の全ての通信をトンネリングする事が出来、従来のVPN製品で

は困難であった公衆無線LAN網に見られるNAT環境下やファイヤウォール等のネットワーク上の制約を意識する事なく

容易にセキュアな通信を実現する。なお、PacketiX™は、独立行政法人 情報処理推進機構 (略称 IPA / 理事長 藤

原 武平太) の主催する 「ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー(R) 2006」においてグランプリ (最優秀

賞) として選定されている。 
 

 


