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はじめに 

この度はイーディーコントライブ株式会社(以下、「当社」)が提供する「テレワーク緊急対策支援！クラウド版「ログ管

理」「強制データ削除・ロック機能」無償サービス」(以下、「本サービス」)をお申し込みいただき誠にありがとうございま

す。本資料では、本サービスのご利用手順についてご案内いたします。 

 

本サービスの概要 

本サービスは当社が提供するクラウド版ログ管理サービス「AssetFinder Cloud」の一部機能をお客様に無償でご提供

するものになります。 

 本サービス対象の USB メモリは、当社製品「Traventy 3」(以下、「USB メモリ」)および「Traventy 3 AdminPack」

になります。 

 本サービスでご利用可能な機能は次の通りです。 

1. ダッシュボード機能 

2. 利用ログ管理機能（閲覧・検索・CSV 出力） 

3. 利用者管理機能（登録・閲覧・検索・CSV 出力）※ 

4. 遠隔データ削除・ロック機能 

 本サービスで付与されるアカウント権限は「サブ管理者」1 アカウントになります。複数のアカウント

で本サービスをご利用いただくことはできません。 

 利用者登録時の「個人識別情報」「USB 個別 ID」は当社が発行したものをご利用いただきます。お客様

で本値をご設定いただくことはできません。 

 利用者管理項目の「グループ情報(顧客 No.)」は、当社が指定した値になります。お客様で本値をご設定

いただくことはできません。 

 本サービスは、インターネットを経由し、弊社指定のクラウドサーバの URL へアクセスしご利用いただきます。

USB メモリからクラウドサーバへの通信は「80 番(HTTP)」を使用し、管理画面への通信は「443 番(HTTPS)」を

使用します。必要に応じてファイアーウォールの設定等を行ってください。 
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ご提供物 

本サービスお申込み後、当社より以下のデータを送付いたします。 

1. サービスご契約内容確認書(PDF) 

本サービスご利用時に必要な以下の情報が記載されている確認書です。 

(記載情報) 

・クラウドサーバアドレス 

・ログイン情報（アカウント名 / パスワード） 

・顧客 No. 

・個人識別情報 / USB 個別 ID 

2. 利用者登録リスト(CSV) 

お申し込みいただいた USB メモリ本数分の利用者情報のインポート用 CSV ファイルです。本サービス利用

開始時にクラウドサーバにインポートします。 

 

本サービス利用開始までの流れ 

1. クラウドサーバに利用者情報を登録する 

 クラウドサーバにアクセスし、当社より案内される「利用者インポートリスト（UserImportList_[顧客

NO.].csv）」をインポートします。 

2. USB メモリのポリシー設定を行う 

 本サービス機能を有効にしたポリシーの初期化ツールを作成し、USB メモリの初期化を行います。 

3. USB メモリをクラウドサーバへ登録する 

 USB メモリを起動し、クラウドサーバに登録を行います。 

 

登録完了後、本サービス機能が適用された USB メモリの設定が完了します。設定された USB メモリは利用時のログをク

ラウドサーバに自動送信します。 

  



無償提供版クラウドサービス利用マニュアル 

 

4 

サービスご利用時の注意事項 

※ 本サービスは当社のクラウドサービス「AssetFinder Cloud」の一部機能を無償で提供するものになります。すべての機能

をご利用いただくことはできませんのであらかじめご了承ください。 

※ 本サービスご利用にあたりあらかじめ当社セキュリティ USB メモリ「Traventy 3」及び「Traventy 3 AdminPack」のご

購入が必要になります。すでに本製品をご購入済みのお客様は、購入済み製品に対し本サービスをご利用いただくことが

できます。 

※ 本サービスは USB メモリ及び管理者端末からクラウドサーバへインターネットを経由した通信が発生します。お客様の

ネットワーク環境に応じて、以下の通信許可設定等を事前に行ってください。 

 

クラウドサーバアドレス： 「サービス契約内容確認書」記載のアドレスをご参照ください。 

通信ポート： USB メモリ = HTTP80/TCP、管理ブラウザ = HTTPS443/TCP 

※ 本サービスご利用時にクラウドサーバに記録されたデータは、お客様の判断と責任の下で管理するものとし、当社はお客

様のデータに関する損害について、いかなる場合も責任を負いません。 

※ 本サービスは「2020 年 9 月 30 日」までの期間限定サービスとなります。 

※ 本サービス終了時、クラウドサーバ上のデータはすべて削除されます。必要に応じてお客様でログデータを事前にダウン

ロードしてください。 

※ 本サービスの実施期間は当社の判断により事前通告をもって変更する場合があります。 
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クラウドサーバに利用者情報を登録する 

 本サービスお申込み後に当社より送付する「サービス契約内容確認書」(以下、「確認書」)をご確認の上、クラウドサー

バの設定を行ってください。 

 クラウドサーバに登録される利用者情報は次の通りになります。 

NO カテゴリ 概要 設定値 

１ 顧客 No. お客様毎に割り当てられる顧客番号 AFC-[3 桁]の値。 

２ 個人識別情報 
USB メモリに紐付けられる値 

[顧客 No.3 桁]-[4 桁連番]の値。 

※USB メモリ本数分付与されます。 ３ USB 個別 ID 

4 有効性 USB メモリの動作の有効性 [1]（=有効） 

5 SV 機能 ファイル操作ログ取得機能の有効性 [1]（=有効） 

 

1. ブラウザを起動し「確認書」記載の「サーバアドレス」にアクセスします。 

 

2. 「確認書」記載の「初期ログイン ID」と「初期パスワード」を入力し、

AssetFinder Cloud にログインします。 

 

 

 

 

 

 

 

3. [クライアント管理]→[利用者管理]ページへ移動します。 
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4. [利用者登録]タブを選択し「一括管理」の「参照」ボタン

を ク リ ッ ク し 、 当 社 よ り 送 付 さ れ た

「UserImportList_[顧客 No.].csv」ファイルをインポー

トします。 

 

 

5. 利用者登録確認画面が表示されます。内容を確認し「イン

ポート」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

6. 「利用者情報の一括インポートが完了しました。」が表示されま

す。 

 

 

 

7. [利用者一覧]タブを選択し「すべての利用者を表示」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

8. 登録された利用者情報が表示されます。「USB シリアル

NO」は、この時点では「登録待ち(未登録)」になります。 

 

 

 

 

続いて「USB メモリのポリシー設定」を行ってください。 
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USB メモリのポリシー設定を行う 

USB メモリに本サービスの機能を有効化するための設定を行います。 

memo 

※ 本設定を行うには「Traventy 3 AdminPack」内の「ポリシー設定ツール(PolicySettingTool.exe)を

あらかじめインストールする必要があります。ポリシー設定ツールのインストール方法や操作方法

の詳細については「Traventy 3 AdminPack 利用マニュアル」をご参照ください。 

※ すでにポリシーを作成されている場合は「設定ファイル(Settings.trv3)」をポリシー設定ツール起

動後に読み込むことで、各ポリシーの設定値が反映されます。必要な部分のみ編集を行ってくださ

い。 

 

1. [スタート]→[ポリシー設定ツール]を起動し、本サービスを有効にするポリシーを作成します。 

※ 左メニューの[資産管理]→[資産管理機能]→「資産

管理機能を有効にする」にチェックを入れ、

「AssetFinder のアドレス指定」→「送信先アドレ

ス 1」に「確認書」記載の「サーバアドレス」を入

力します。 

 

※ [データ強制削除]→「ユーザ無効化時に Traventy 3

のデータを強制削除する」にチェックを入れます。 

 

※ その他のポリシー設定項目についてご希望の設定を行ってください。 

※ 各設定が完了したら右下の「設定完了」ボタンをクリックします。 

 

2. 「初期化ツール ID」を入力し「確認して出力」ボタンを

クリックします。 

 

※ 既存のポリシーを設定されている場合は、「初期化

ツール ID」は既存の値と同じ値を入力してくださ

い。 

 

 

 

  

https://www.safety-disclosure.jp/support/download/traventy_3/Traventy_3_AdminPack_Manual_12.pdf


無償提供版クラウドサービス利用マニュアル 

 

8 

3. 設定したポリシーの一覧が表示されます。内容を確認し

「出力」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

4. 初期化ツールと設定ファイルが出力されます。USB メモ

リ を PC に 接 続 し 、 作 成 し た 完 全 初 期 化 ツ ー ル

(FullInitTool.exe)を実行します。 

 

 

 

 

5. 初期化(ポリシーの設定)が開始されます。初期化中は

USB メモリの操作は行わないでください。 

 

 

 

 

 

6. 初期化が完了したら、USB メモリを一度取り外します。 
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USB メモリをクラウドサーバへ登録する 

前項で本サービスの機能を有効にした USB メモリをクラウドサーバに登録します。 

1. USB メモリを再度接続し、[MANAGE_DRV]→[Traventy3.exe]を実行します。 

 

2. [使用許諾画面]→[初期登録]画面に進み、「企業 ID」と「個

人識別情報」を入力し「OK」ボタンをクリックします。 

 

・企業 ID 

 AFC2020 

・個人識別情報 

 クラウドサーバに登録されている個人識別情報 

・USB シリアル No. 

 ※自動で入力されます。 

 

 

登録が完了すると、クラウドサーバの「利用者一覧」にあ

る対象利用者の「USB シリアル NO」にシリアル番号が

登録されます。 

 

 

3. [パスワード設定画面]に進みます。USB メモリを使用す

るためのパスワードを設定し「OK」ボタンをクリックし

設定を完了します。 

 

 

 

 

 

上記の作業を行うことで、設定された USB メモリはクラウドサーバへ利用ログを送信します。 
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AssetFinder Cloud を使用する 

本項では、AssetFinder Cloud の基本的な操作方法について記載いたします。 

◼ ログ管理（検索） 

1. 左メニュ－の[利用ログ管理]→[利用ログ一覧]を選択します。 

2. [すべての利用ログを表示]ボタンをクリックする

と、登録されているすべての USB メモリの利用ロ

グが一覧で表示されます。 

 

3. 「検索表示」の「v」ボタンをクリックすると、詳

細検索画面が表示されます。検索条件を選択し「検

索結果を表示」ボタンをクリックすると、条件に

合致した USB メモリのログが表示されます。 

 

 

◼ ログ管理（閲覧・出力） 

1. [利用ログ一覧]ページでは、USB メモリの利用ロ

グが表示されます。 

2. 「操作日時」でソートをかけることができます。 

3. 「操作内容」の「>」ボタンをクリックすると、詳

細内容が展開表示されます。 

4. 右上の「↓」ボタンをクリックすると、表示され

ているログを CSV ファイルで出力することがで

きます。  
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◼ 利用者管理（検索） 

1. 左メニューの[クライアント管理]→[利用者管理]

を選択します。 

2. 「すべての利用者を表示」ボタンをクリックする

と、登録されているすべての USB メモリの情報が

表示されます。 

3. 「検索表示」の「v」ボタンをクリックすると、詳

細検索画面が表示されます。検索条件を選択し「検

索結果を表示」ボタンをクリックすると、条件に

合致した USB メモリの情報が表示されます。 

 

◼ 利用者管理（閲覧・出力） 

1. [利用者一覧]ページでは、登録されている USB メ

モリの情報・状態が表示されます。 

2. 各項目でソートをかけることができます。 

3. 右上の「↓」ボタンをクリックすると、表示され

ている利用者情報を CSV ファイルで出力するこ

とができます。  
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◼ 利用者管理（紛失時の無効化設定） 

1. 対象の USB メモリの左にある「操作」ボタンをクリックし、表示されたメニューの中か

ら「編集」を選択します。 

 

 

 

2. 「利用者情報の編集」画面が表示されます。 

「有効性」の「無効」にチェックを入れ、「入力確認」ボタンを

クリックします。 

 

 

 

 

3. 確認画面が表示されます。「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

4. 対象の利用者情報の「有効性」欄が「×」に変更されていること

を確認します。 

 

 

5. 本登録実施後、対象の USB メモリがクラウドサーバに通信を行

うと、USB メモリ内のデータは強制的に削除され、ロック制限

がかかります。本制限が実施された結果は「利用ログ一覧」から

確認することができます。 

 

対象の USB メモリを再度使用可能な状態にする場合は「有効性」を「有効」に編集してください。 
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その他 

その他の AssetFinder Cloud や Traventy 3 の機能については、各製品マニュアルをご参照ください。 

 

 AssetFinder Cloud マニュアル URL 

ｖhttps://www.safety-disclosure.jp/support/download/assetfindercloud/AFC_Manual.pdf 

 Travnety 3 マニュアル URL 

https://www.safety-disclosure.jp/support/download/traventy_3/Traventy_3_Manual_17.pdf 

 Traventy 3 AdminPack マニュアル URL 

https://www.safety-

disclosure.jp/support/download/traventy_3/Traventy_3_AdminPack_Manual_12.pdf 

 

お問い合わせ先 

本サービスに関するお問い合わせ先は以下になります。 

 

(お問い合わせ先) 

イーディーコントライブ株式会社 

リスクマネジメント事業部 

Email sd-brand@ed-contrive.co.jp 

 

 

 

イーディーコントライブ株式会社 

リスクマネジメント事業部 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-3 

飛栄九段北ビル 6F 

https://www.safety-disclosure.jp/support/download/assetfindercloud/AFC_Manual.pdf
https://www.safety-disclosure.jp/support/download/traventy_3/Traventy_3_Manual_17.pdf
https://www.safety-disclosure.jp/support/download/traventy_3/Traventy_3_AdminPack_Manual_12.pdf
https://www.safety-disclosure.jp/support/download/traventy_3/Traventy_3_AdminPack_Manual_12.pdf
mailto:sd-brand@ed-contrive.co.jp

