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ごあいさつ
このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとう�

ございます。

本書には重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されて

います。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全

にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用くだ

さい。
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はじめに

○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
○�この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的
危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、
守っていただくようお願いいたします。
■…次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、
または損害程度を表します

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

注意指示事項

分解禁止

水濡れ禁止

接触禁止

禁止（禁止行為）

濡れた手での接触禁止

電源プラグを抜く

ケガに注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が
傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。
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はじめに

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない
煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを
切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡
ください。
異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をしないでください。
内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。
点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

機器の内部に異物や水を入れない
機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを
切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡
ください。
異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

不安定な場所に機器を置かない
ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでくだ
さい。
落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。

電源の指定許容範囲を超えて使わない
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。
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電源ケーブル、接続ケーブルに関しての注意事項
以下の注意点を守ってご使用ください。
ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で
加熱して、火災、感電の原因になることがあります。
・�各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの
行為をしないでください。

・ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
・ステープル、釘などで固定しないでください。
・足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
・�電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっ
かり差し込んでください。
・ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
・�各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。

雷が鳴り出したら機器に触れない
雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、雷が鳴りだしたら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないで
ください。感電の原因となります。

ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。
感電や故障の原因になります。

体に異変が出たら使用しない
体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。
機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなど
の症状が引き起こされることがあります。

はじめに
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はじめに

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

設置場所に関しての注意事項
以下のような場所には機器を置かないでください。
故障、火災、感電の原因となります。
・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
・常に５℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
・�有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたる
ところ
・�金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの
粉塵、ほこりが多いところ

・機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
・�食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込める
ところ
・直射日光のあたるところ
・シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

各コネクタや本体を定期的に清掃する
ACケーブルや各コネクタにホコリなどが溜まると火災の原因となること
があります。
定期的に各コネクタを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてゴミ
やホコリを乾いた布で取り除いてください。
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長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください
長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して
保管してください。

機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外して
ください
移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。
接続したままの移動は故障の原因となります。

小さいお子様を近づけない
小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。
小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因に
なることがあります。

静電気にご注意ください
機器に触れる際は、静電気にご注意ください。
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因
となります。

熱にご注意ください
使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、
やけどを起こすことがありますのでご注意ください。
また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないで
ください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

はじめに
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制限事項

はじめに

・�本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等について
は、弊社では一切その責を負いません。

・�本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器等、人命に関わる設備や機器、
および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。�
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。

・�他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動
作やノイズ等が発生する場合があります。� �
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。

・�本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。�
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で�
動作させた場合の責任は負いかねます。

・�本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提
としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があり�
ます。

・�本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース
以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。� �
恒久的なサポートを保証するものではありません。
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ご使用の前に

はじめに

・本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
・�本書の内容は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り等お気
づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますよう
お願いします。
・�「Apple」「Mac」「MacOS」は、米国および他の国々で登録された�Apple�Ⅰnc.�
の商標です。
・�「Windows」は、米国Microsoft�Corporationの米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
・�その他、本書に記載の各商品、および製品、社名は各社の商標または登録商標
です。
・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。
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製品情報

■…商 品 名
■…型 番
■…イ ン タ ー フ ェ イ ス
■…U S B コ ネ ク タ 形 状
■…暗 号 化 方 式
■…デ ー タ 容 量
■…内 蔵 バ ッ テ リ ー
■…出荷時のフォーマット形式
■…重 量
■…寸 法
…
■…温 度 ・ 湿 度

：Lock U（ロックユー）
：CSUL16G
：USB 3.0
：Standard Aタイプ
：256bit AES
：16GB
：3.7V 30mA
：exFAT
：約55g（本体のみ）
： 幅 25mm x 高さ 6.3mm x 奥行き 79.3mm  
（突起部含まず）

： 温度0℃〜50℃・湿度10％〜90％  
（結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること）

本体仕様

・ 電池残量があるにも関わらず、突然動作しなくなったり、本体が異常発熱した場合はただ
ちに使用をおやめください。バッテリーが破裂するおそれがあります。
・ 充電しても使用できなくなったり、バッテリーの経年劣化により本体が膨らんできた

場合、ただちに使用を中止してください。
・ 本製品に搭載しているバッテリーは消耗部品です。 

バッテリーの充放電できるサイクル回数は決まっており、使用と共に劣化し、動作時間が
しだいに短くなっていきます。  
満充電状態を長時間維持したり、バッテリーが空に近い状態で長期保存してしまいますと
バッテリーの寿命を縮めてしまいます。ご注意ください。
・ 長時間PCに接続していないとバッテリーの残量が減り、ボタンを押してもステータス

LEDが点灯しない場合があります。  
この場合、USB接続を行って充電することで再び使用可能になります。  
なお、バッテリーが切れてもパスワードや保存データ等は失われません

・バッテリーを分解することは絶対にしないでください。発火・破裂の原因になります。
・バッテリーの交換はできません。

バッテリー搭載製品の取り扱いについて
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製品内容

CSUL16G 本体 専用ストラップ

※出荷時期により形状が異なる場合がござ
います。
あらかじめご了承ください。

取扱説明書/保証書（本書）

製品情報
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製品情報

対応OS

【Windows】…
■Windows…10…/…Windows…8.1（8）…/…Windows…7…/…Windows…Vista
※�Windows�RT、Starter�Edition、Embedded、Enterprise、mobileは動作対象外となり�
ます。
※�Windows�Updateにて最新の状態（Service�Pack含む）にしてご使用ください。� �
最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

【Mac】…
■MacOS……10.14.6/10.13.6/10.12.6/10.11.6/10.10.5/… …

…10.9.5/10.8.5/10.7.5
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対応機種

製品情報

※…製品の幅の関係上、USBポートの位置や向き、隣接する端子によって直接接続
できない場合があります。その際はUSB延長ケーブル等を別途ご用意ください。

【Windows】…
■USB…3.1/3.0/2.0インターフェイスポートを搭載したWindows…PC
■CPUクロック…2GHz/メインメモリ2GB以上推奨
※intelチップセット搭載モデル推奨

【Mac】…
■USB…3.1/3.0/2.0インターフェイスポートを搭載したⅠntel…Mac
※�Power�PC搭載のMacは動作保証外になります。
※�USB�3.0での動作はUSB3.0�インターフェイスが標準搭載されているモデルのみで動作を
保証します。� �
USB�3.0インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。

動作確認済みUSB 3.0ホストインターフェイス
・Ⅰntel H87チップセット内蔵USB 3.0ホストコントローラ
・Ⅰntel Z77チップセット内蔵USB 3.0ホストコントローラ
・ETron EJ168 USB 3.0ホストコントローラ
・Frescologic FL1100 USB 3.0ホストコントローラ
・Asmedia Asm 1042 USB 3.0ホストコントローラ
・RENESAS（NEC）μPD72020x USB 3.0ホストコントローラ
・VLⅠ VL800 USB 3.0ホストコントローラ
※各ホストコントローラのドライバは最新のものをご使用ください。

◆本製品からのOS起動に関して
本製品はOS起動には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
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【　　アイコン】
パスワード入力前に1回押すと電源オン、パス
ワード入力後は解除キーとして動作します。

【 アイコン】
ロック解除後、青色に点灯し、アクセス時に点滅
します。

【正面・上面】

【背面・底面】

【ステータスLED】
ロックおよびロック解除時の状況をさまざまな
点灯/点滅パターンでお知らせします。 
→P.17 「ステータスLED一覧表」

【キーパッド】
パスワードの入力に使用します。

【USB 3.0コネクタ】

【USBコネクタキャップ】

【ストラップホール】

■ご注意
アイコンはボタンではないので、強く押し
込んだりしないでください。

各部の名称とはたらき
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各部の名称とはたらき

ステータスLED一覧表

LEDの状態 本体表示 本体の動作状態

赤色・緑色同時点滅 パスワード入力待機状態

緑色点滅
パスワードロック解除、PC接続待ち
状態

赤色点滅 パスワード入力エラー

緑色点灯 PC接続中

赤色・緑色同時点灯 新しいパスワード入力待機状態

赤色・緑色交互点滅 タイムアウトによる電源オフ

赤色点灯
10回のパスワード入力ミスによる
データ抹消機能発動
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USBコネクタキャップの取り外し

専用ストラップの取り付け方

※けがや破損などの原因となりますので、ストラップのひもを持って振り回さないでください。
※出荷時期によりストラップ形状が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

使用方法
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…ご使用の前に…

本製品を使用する前に、次の注意事項をよくお読みいただき、実際の操作を
行ってください。

本製品のパスワード操作はPCから取り外した状態で行う
本製品はバッテリーを搭載しているため、パス
ワード操作等はすべてPCにUSB接続する前
に手元で行うことが可能です。
PCに接続したままパスワード操作を行うと、
ボタンを押下した際の力でUSB端子が破損
するおそれがありますので、パスワード操作
の際は必ずPCから取り外した状態で行って
ください。

ご使用の前に必ずパスワードを変更する
本製品は出荷時、すべてに共通のパスワード
（112233）が設定されています。
パスワードを変更しない状態で使用した場合、
セキュリティレベルが大幅に低下しますので、
ご使用の前に必ずパスワードの変更を行って
ください。

共通パスワード
「112233」

変更パスワード
「＊＊＊＊＊＊」

未使用時にはUSBコネクタキャップを装着する
未使用時には故障を防ぐため、本体にUSB
コネクタキャップを取り付けてください。

使用方法
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使用方法

CSUL16G

・�本項では、製品にあらかじめ登録されている初期パスワード（112233）を
任意のパスワードに変更する方法を説明します。
・�任意のパスワードに変更後、再びパスワードを変更する場合は、本項の「初期

パスワード」を「任意に登録したパスワード」に読み替えて操作を行ってくだ 
さい。

パスワードの変更方法

※本製品をご使用の前に、必ず本操作を行ってください。
※PCに接続せず、必ず手元で操作を行ってください。
※…操作には時間制限が設けられていますので、あらかじめすべての
手順をお読みいただいてから操作をすることをお勧めします。
※…ボタンを押してもLEDが点灯しない場合、バッテリー残量の低下の可能
性があります。USB接続を行って充電してから再度お試しください。

❶…キーパッド下部にある【 】
アイコンを1回押すと、
❷ 両 方 のステータスL E D が

一定間隔で点滅します（約10
秒間）。

ステータスLEDが点滅している
間に、
❶ 初期パスワード「112233」

を入力して
❷【 】アイコンを押します。

1

2

❷約10秒間点滅
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使用方法

CSUL16G

正常に初期パスワードが入力
された場合、緑色のステータス
LEDが点滅します（約30秒間）。

緑色のステータスLEDが点滅
している間に【 】アイコンを
3〜4秒間長押しします。

3

4

約30秒間点滅

約5秒点滅
⬇

電源オフ

点滅中

3～4秒
長押し

正常にパスワードが入力され
なかった場合は、赤色のステー
タスLEDが約5秒ほど点滅し、
電源がオフになります。
再び【 】アイコンを押して
パスワード入力を行ってくだ
さい。
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使用方法

CSUL16G

パスワードの変更方法（つづき）

新しいパスワードを入 力 後 、
【 】アイコンを押すと新しい
パスワードが仮登録されます。
※�この段階では仮登録なので、必ず
を実施して操作を完了させてくだ�
さい。

❶ 両方のステータスLEDが点灯
（約10秒間）しますので、
❷ 10秒以内に新しいパスワード

を入力します。  
新しいパスワードは6～15桁
で入力してください。

6

5
❶約10秒点灯

5桁以下、または16桁以上のパス
ワードを入力すると、両方のステー
タスLEDが交互に点滅後、緑色の
LEDが点滅します。
この場合は からやり直しを行って
ください。

セキュリティ上、簡単に推測がつくような番号はパスワードとして設定できません

組
み
合
わ
せ

設
定
で
き
な
い

■連続した番号 

【例】  000000…
55555555… …
999999999　　等

■数字が増えていく番号 

【例】  012345…
456789… …
12345678　　等
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CSUL16G

パスワード仮登録後、
❶ 両方のステータスLEDが点滅
（約10秒間）しますので、
❷ 仮登録したパスワードを再度

入力して、
❸ 【 】アイコンを押すと、パス

ワードが本登録されます。

以上でパスワード変更は完了 
です。

7
❶約10秒間点滅

どの手順のどの段階でも、一定時間内に操作が完了しなかった場合は 
電源がオフになりますので、その際は から操作を行ってください。

データ保存後のパスワード変更についてデータ保存後、パスワードの 
変更を行った場合でも、保存したデータは消去されませんので、定期的
なパスワード変更をお勧めします。

設定したパスワードを忘れないようにご注意ください。
データ抹消機能（P.32）を使ってパスワードの再設定は可能ですが、
保存されていたデータはすべて消失してしまいます。
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CSUL16G

PCに接続する

・�本項では、本製品に任意のパスワードを登録後、PCに接続して使用する
までの手順を説明します。
・�任意のパスワードを設定していない場合はP.20「パスワードの変更方法」を

お読みのうえ、パスワードの設定を行ってください。

※…パスワード入力操作の際はPCに接続せず、必ず手元で操作を
行ってください。
※…パスワード入力操作を行わずに接続した場合、PCには一切認識
されません。

❶ キーパッド下部にある【 】
アイコンを1回押すと、
❷ 両 方 のステータスL E D が

一定間隔で点滅します（約10
秒間）。

ステータスLEDが点滅している
間に、
❶ 登録した任意のパスワードを

入力して、
❷ 【 】アイコンを押します。

1

2

❷約10秒間点滅
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CSUL16G

正常にパスワードが入力された
場合、緑色のステータスLEDが
点滅します（約30秒間）。

緑色のステータスLEDが点滅
している間に、本製品をPCの
USB端子に接続します。

※…10回連続でパスワードの入力を間違えた場合、データ抹消機能（P.32）が発動し保存
したデータはすべて消去され未初期化状態となります。… …
パスワード入力時は間違いがないよう、慎重に操作してください。

3

4

約30秒間点滅

約5秒点滅
⬇

電源オフ

点滅中

正常にパスワードが入力され
なかった場合は、赤色のステー
タスLEDが約5秒ほど点滅し、
電源がオフになります。
再び【 】アイコンを押して
パスワード入力を行ってくだ
さい。
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CSUL16G

PCに接続後、
❶ 緑色のステータスLEDが点灯

し、
❷ 【 】アイコン横の【 】アイ

コンが青色に点灯します。

エクスプローラーやデスクトップ
上に「CSUL16G」のドライブが
表示されます。

以上でPCへの接続は完了です。

5

6

❶点灯

❷点灯

CSUL

■Windowsの表示例

■Macの表示例

CSUL (E:)

空き領域 15.4GB/15.4GB

PCに接続する（つづき）

どの手順のどの段階でも、一定時間内に操作が完了しなかった場合は 
電源がオフになりますので、その際は から操作を行ってください。
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使用方法

CSUL16G

※�画面はWindows�10のものになります。他のOSでは画面が異なりますが、操作方法は同一と
なります。

PCから取り外す

Windowsでの取り外し手順

・�本項では接続した本製品をPCから取り外す方法を説明します。
・�本製品はPC接続中の自動ロック機能は搭載されていないため、使用しない

ときやPCから離れる場合は、本製品を取り外すことをお勧めします。

PCをシャットダウン、またはスリープ状態にした場合、基本的には…
本製品の電源もオフになりますが、PCの仕様により電源がオフに…
ならないことがあります。

「コンピュータ」等で取り外しを
行うデバイスのドライブレター
を確認します。

タスクトレイの「ハードウェアの 
安 全な取り外し」アイコンを 
クリックします。

1

2

例：ドライブ（E:）を取り外す場合

CSUL

CSUL (E:)

空き領域 15.4GB/15.4GB
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で確認したドライブレターの
ドライブをクリックします。
※�装置の名称は、お買い上げの製品に
よって異なります。

取り外し完了のメッセージが表示
されたことを確認した後、本製品
を取り外してください。

3

4

長時間使用しない場合、内蔵
バッテリーが放電してしまう
可能性があります。
1ヶ月に1度、USB接続を15
分程度行い、バッテリーの…
充電を行ってください。
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※画面はMacOS�10.11.4のものになります。

PCから取り外す（つづき）

Macでの取り外し手順

デスクトップに表示されている
本製品のアイコンをごみ箱に 
ドラッグアンドドロップします。

本製品をPCから取り外します。

1

2

長時間使用しない場合、内蔵
バッテリーが放電してしまう
可能性があります。
1ヶ月に1度、USB接続を15
分程度行い、バッテリーの…
充電を行ってください。
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使用方法

CSUL16G

データ抹消機能について

データのバックアップ・パスワードの初期化について

● パスワード入力を間違った際のステー
タスLED（1〜9回）

約10秒点滅

本製品は、間違ったパスワードを連続10回入力すると自動的に保存した
データを消去するデータ抹消機能を搭載しています。
データ抹消機能が発動すると、保存したデータおよびファイルシステムも
消去され、パスワードは出荷時状態（112233）にリセットされます。

本製品はセキュリティ上、パスワードを忘れてしまった場合、保存…
したデータを閲覧することはできなくなります。
データの救出等は弊社にて対応いたしかねますので、大事なデータ
は複数のバックアップを取る等の対策を行ってください。
保存したデータが消去されても再び本製品を使用できる状態に…
したい場合は、次のデータ抹消機能を実行して、本製品のパスワード
を初期化してください。
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データ抹消機能について（つづき）

● パスワード入力を10回間違えた際の
ステータスLED

約5秒点灯

●パスワードの再設定方法→P.20「パスワードの変更方法」

●フォーマット方法→ご使用のOSのマニュアルやヘルプ等をご参照ください。

万が一、データ抹消機能が発動した際は、パスワードの再設定および、
PC接続後、フォーマットを行うことで再度使用可能な状態になります。
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トラブルシューティング

症　状 処　置
認識されない 以下をお試しください。

・�パスワードを解除した後に接続しているか確認
する。
・�USBハブ等を経由せず、直接PCのUSBポートに
接続する。
・�接続後、ステータスLEDが点灯しているか確認
する。

スリープ、スタンバイ、…
休止状態から復帰すると
フリーズする、アクセス
できない

本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタン�
バイ、休止状態に対応しておりません。
スリープ、スタンバイ、休止状態にする前に取り外し
を行ってください。

PCMCⅠA、Express…
CardのUSBカード経由
で動作しない

PCMCⅠA、ExpressCardのUSBカードでは電力が
不足してしまいます。
PCMCⅠA、ExpressCardのUSBカードに電力を�
補強するACアダプター等がある場合、ACアダプ
ターを接続してご使用ください。

本製品からOSが起動…
しない

OS起動はサポートしておりません。

USB… 3.0接続時、接続…
してしばらく経つと認識
されなくなってしまう

USB�3.0インターフェイス側のドライババージョン
が古いと発生する場合があります。
ご使用のUSB�3.0インターフェイスのドライバで、�
新しいドライバがリリースされていないかご確認くだ
さい。

設定したパスワードを入力
しても解除されない

意図せず複数回ボタンを押してしまった等、入力間違
いが起きていないかご確認ください。
パスワードが解除できない場合や忘れてしまった�
場合は、P.32「データのバックアップ・パスワードの�
初期化について」をお読みになり、お客様のご判断に
て操作を行ってください。
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トラブルシューティング

症　状 処　置
ファイルを大量に書き
込むと使用量より多く
容量を消費してしまう

本製品は出荷時、exFAT形式にてフォーマットされ
ているため、クラスタサイズが大きくなり、容量を�
多く消費してしまう傾向があります。
NTFSやHFS+形式でフォーマットして使用すること
も可能ですので、ご使用の環境に合ったフォーマット
でご使用ください。

ボタンを押してもLED
が点灯しない

バッテリー残量が低下している可能性があります。
USB接続を15分程度行ってバッテリーを充電した�
あとに、再度お試しください。
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FAQ（よくある質問とその回答）

質　問 回　答
Windows… Serverや
Linuxで動作しますか？

サポート対象外となります。
サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を
行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲と
なります。
ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。
サポート対象のOSは、P.14「対応OS」にてご確認�
ください。

パスワード機能を使うた
めにソフトウェアのインス
トールは必要ですか？

パスワード機能は本製品側でハードウェア処理され
るので、パスワード機能のためのソフトウェアインス
トールは必要ありません。

パスワードを忘れてし
まったのですが…

パスワードを忘れてしまった場合、データ抹消機能
にてパスワードの初期化を行い、再び再設定をする�
必要があります。データの閲覧や救出はできません。
パスワード紛失時の設定解除は、弊社サポートセン
ターでもお受けすることができませんので、パスワード
は忘れないように管理してください。

パスワード入力を連続…
して失敗するとデータは
どうなりますか？

10回連続でパスワードの入力を間違えた場合、�
データ抹消機能が発動し保存したデータはすべて�
消去され未初期化状態となります。
パスワード入力時は間違いがないよう、慎重に操作�
してください。

登録したパスワードを…
変更することは可能です
か？

任意に登録したパスワードを覚えていれば、保存した
データに影響を与えることなくパスワードの変更が
可能です。
セキュリティのためにも、定期的にパスワードを変更
することをおすすめします。

一定時間操作のない場合、
自動的にロックを行うよ
うな機能はありますか？

PCに接続している間は自動的にロック等されません
ので、PCから離れる場合は取り外し処理を行い、PC
から取り外してください。
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FAQ（よくある質問とその回答）

質　問 回　答
パスワードで設定でき…
ない番号の組み合わせは
ありますか？

セキュリティ上、簡単に推測がつくような番号はパス
ワードとして設定できません。

設定できない番号の組み合わせ例…
【連続した番号】
・000000
・55555555
・999999999

【数字が増えていく番号】
・012345
・456789
・12345678
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サポートのご案内

CSUL16G

■販売・サポート ■サポートセンター

〒277–0872　千葉県柏市トヨフタ（十余二）249–329

…04–7142–7533
（平日 午前10時〜午後５時まで）

【FAX】04–7142–7285
【Web】http://www.century.co.jp
【Mail】support@century.co.jp

～お願い～
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を
行ってから発送をお願いいたします。

http://www.century.co.jp
http://www.century.co.jp


—…本書に関するご注意…—
１．本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
２．本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
３． 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、

お気づきの点がございましたらご連絡ください。
４． 運用した結果の影響については、【３.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
５． 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン

チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた
損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※ This product version is for internal Japanese distribution only. 

Ⅰt comes with drivers and manuals in Japanese. 
This version of our product will not work with other languages operating system and we 
provide help support desk in Japanese only.

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとう 
ございます。
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URL
にてアンケートの入力をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html

http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html
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