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このたびは、「TRAVENTY™ CG シリーズ」をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの説明書をお読みください。また、お読みに
なった後は、大切に保管してください。
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●本製品は精密機器です。本紙の記載内容を必ず守ってください。

●パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意や各種設定は、各機器のマニュアルを参照

してください。

●本製品は、2台以上接続して使用できません。

●データの送受信中は、本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損す

る場合があります。

●USBポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん抜いて

から挿し直してください。

●本製品はフラッシュメモリを使用している関係上寿命があります。長期間ご使用になる

と、データ書き込み・読み込みができなくなります。この場合は新しいものをお買い求め

ください。

＜本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください＞

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に情報が漏えいする恐れがあり

ます。情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負

いかねますのであらかじめご了承ください。注意





ユーザドライブ
「USER_DRV」
または「リムーバブルディスク」
データ保存用のドライブです。パスワード認証するまで使
用できません。このドライブに保存したデータは、自動的
に暗号化されます。
※Windows Vista の場合、パスワード認証前は「リムーバブルディ
　スク」、パスワード認証後は「USER_DRV」と表示されます。
※Windows 8、Windows 7の場合、パスワード認証前は、隠しド
　ライブとして認識される為、ご利用になるパソコンの設定に　
　よっては表示されない場合があります。



●パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

●各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。各接続コネクタには手を触れないでください。故障の

原因となります。

●本製品の取り付け／取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更

するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のデータをすべてMOディスク、フロッピーディスク等に

バックアップしてください｡誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バック

アップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損し

た場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品のデータおよびパソコン内（ハードディスク等）のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MO

ディスク等）にバックアップしてください。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。

誤った使い方をしたとき。静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき。故障したとき。本製品へのアクセス

中に本製品を取り出したり、機器の電源をOFFにした場合。天災による被害を受けたとき。

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね

ますのであらかじめご了承ください。

●ホコリ・ゴミが付着している状態で、取り付けないでください。

●アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでくださ

い。データが消失・破損する恐れがあります。

●次の場所で使用・保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあ

ります。

静電気が発生するところ。電気的ノイズが発生するところ。温度･湿度が各機器のマニュアルが定めた使用環

境を超えるところ。結露するところ。腐食性があるところ。

●本製品を廃棄するときは、各地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合

わせください。

■本紙はイーディーコントライブ株式会社の著作物です。したがって、本紙の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変する

ことは法律で禁じられています。

■本製品および本紙の仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された

製品とは一部異なることがあります。

■本製品に含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。

■本製品のソフトウェアのソースコードについては、いかなる場合もお客様に開示、使用許諾をいたしません。また、ソースコード

を解明するために本製品のソフトウェアを解析し、逆アセンブルや逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを

することを禁止します。

■書面による事前の承諾を得ずに本製品のソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスする

ことを禁止します。

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社

は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行なっておりません。

■本製品は「外国為替および外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。日本国外への輸出に

際して、日本国政府の輸出許可申請等の手続きが必要になる場合があります。

■本製品は医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性が要求される設備や機器に組み込んでの使用は意

図されておりません。これらのシステムや設備等に本製品を使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も

負いかねますので予めご了承ください。また、高い信頼性が要求される機器や電算機システム等の用途に使用するときは、ご使用

になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全に行なってください。

■本製品の使用に際しては、本紙に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反

する使用はお止めください。本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は責任を負いかねますので予めご了承くだ

さい。

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証し

ておりません。また、データの復旧作業もお受けしておりません。

　本製品がUSBメモリ等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本紙に記載された注意事項を

遵守してください。また、必要なデータは必ず別のメディア（ハードディスク等）に定期的にバックアップを作成してください。お

客様が、本紙の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損し、損害が発生した場合で

も、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。

■動作環境下であっても、特定のハードウェアまたはソフトウェア（セキュリティソフト等）に起因する動作不具合が発生する場合

があります。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、本製品の製品価格と同額を上限といたします。

■TRENDMICRO、及びTrend Micro USB Securityは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

■Microsoft、Windows、Windows 7/Vista/XPは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

■TRAVENTY™はイーディーコントライブ株式会社の登録商標です。

■イーディーコントライブロゴは、イーディーコントライブ株式会社の商標です。本誌に記載されている他社名、他社製品名は、一

般に各社の商標または登録商標です。

■本紙の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めに

なった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

はじめに
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はじめに

その他注意及び著作権について取り扱い上の注意



本製品をはじめてパソコンに接続してご利用になる場合、「ご確認事項（P5）」をお読みになって
いただいてから、以下の手順でパスワードの初期登録を行ってください。

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. [マイコンピュータ(コンピュータ)]にある[MANAGE_DRV]をダブルクリックします。

3. [TraventyCGV.exe]または[TraventyCG.exe]をダブルクリックします。

4. 管理ウィザードに従って、任意のパスワードを設定します。

パスワード登録完了後、次項の[TRAVENTY™ CG V / TRAVENTY™ CGを起動する]の手順4以
降の方法でご利用ください。
※ユーザアカウント制御（UAC）が有効設定のパソコンの場合、確認画面が表示される事がありますが続行して下さい。

TRAVENTY™ CG シリーズの操作
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TRAVENTY™ CG シリーズの操作

起動パスワードを登録する

①[次へ]をクリックします。

②設定されたポリシーに従い
　パスワードを設定します。

初期登録の済んだ本製品をパソコンに接続してお使いになる場合、以下の手順でパスワード認証
を行ってください。

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. [マイコンピュータ(コンピュータ)]にある[MANAGE_DRV]をダブルクリックします。

3. [TraventyCGV.exe]または[TraventyCG.exe]をダブルクリックします。
※ユーザアカウント制御（UAC）が有効設定のパソコンの場合、確認画面が表示される事がありますが続行して下さい。

4. 以下の画面が表示されますので、設定したパスワードを入力します。

パスワード認証が成功すると、[USER_DRV]にアクセス可能となります。

以上でパスワード認証は完了です。[USER_DRV]がハードディスクなどと同様にデータの読み書
きができるようになります。

TRAVENTYTM CG Vを初めてご利用の場合、パスワード認証成功後にウイルス
検知機能のアクティベーション画面が表示されます。画面の指示に従って操作
してください。

TRAVENTY™ CG V / TRAVENTY™ CG を起動する

メモ





本製品のポリシー設定によっては本機能をご利用になれません。また
TRAVENTYTM CG V をご利用時、本機能を使用した場合はウイルス検知機能を

ご利用になれませんのでご注意ください。

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
　
2. [マイコンピュータ(コンピュータ)]にある[MANAGE_DRV]をダブルクリックします。

3. [TraventyCGV.exe]または[TraventyCG.exe]をダブルクリックします。
※ユーザアカウント制御（UAC）が有効設定のパソコンの場合、確認画面が表示される事がありますが続行して下さい。

4. 以下の画面が表示されますので、[読み取り専用モードで利用する]をチェックします。
　

5. パスワードを入力し、認証に成功すると読み取り専用の状態でユーザドライブにアクセス可能となります。

TRAVENTYTM CG V のウイルス検知機能を一時的に無効にした状態で使用したい場合は以下の
手順に沿って使用してください。

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。

2. [マイコンピュータ(コンピュータ)]にある[MANAGE_DRV]をダブルクリックします。

3. [TraventyCGV.exe]をダブルクリックします。
※ユーザアカウント制御（UAC）が有効設定のパソコンの場合、確認画面が表示される事がありますが続行して下さい。

4. 以下の画面が表示されますので、[ウイルス検知機能を使用しない]をチェックします。

5. パスワードを入力し、認証に成功するとウイルス検知機能を使用せずにユーザドライブにアクセス可能となります。

TRAVENTY™ CG シリーズの操作
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TRAVENTY™ CG シリーズの操作

ウイルス検知機能の一時無効化 読み取り専用モードでの利用

ご注意本製品のポリシー設定によっては本機能をご利用になれません。ご注意

TRAVENTY™ CG V / TRAVENTY™ CG のユーザドライブを読み取り専用で利用したい場合は
以下の手順に沿って使用してください。



本製品がオフィス内環境またはオフィス外環境のいずれで動作しているかを確認する場合は以
下の手順で行ってください。

1. パスワード認証が完了している状態で、タスクトレイのTRAVENTY™ CG V / TRAVENTY™ CG アイコンをクリッ
クします。

2. 以下のメニューが表示されますので、動作モードを確認してください。

※オフィス内外判定については、管理者にお問合せください。

TRAVENTY™ CG シリーズの操作
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オフィス内外動作モードの確認方法

1. 本製品を利用中に開いたアプリケーション、ファイル、フォルダ等を閉じてください。
    ※開いたまま、本操作を実行するとエラーになる場合があります。

2. パスワード認証が完了している状態で、タスクトレイのTRAVENTY™ CG V / TRAVENTY™ CG アイコンをクリッ
クします。

3. 以下のメニューが表示されますので、[USBメモリの安全な取り外し]を選択します。

4. 取り外し/停止処理が行われます。

5. タスクトレイのTRAVENTYTM CG V / TRAVENTYTM CG アイコンが消えたら、本製品をパソコンから取り外します。

※その他の方法としては、パスワード認証画面の[オプションを表示]をクリックし、[安全に取り外す]をクリックすることで
取り外し/停止処理が行われますので、パスワード認証画面が消えたら、本製品をパソコンから取り外します。

TRAVENTY™ CG シリーズの操作

本製品の取り外し方
本操作で本製品のコピーガード制御等を停止させますので必ず本手順を実行
し、パソコンからUSBメモリを取り外してください。ご注意



〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル6階 
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