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本ガイドについて 

 

本ガイドは AirTriQ ドリームキャビネットの iPadアプリをご利用いただくためのガイドです。 

 

 

© Copyright ユニアデックス株式会社 All rights reserved. 
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I 動作環境 

(a) 対応機器 

iPadおよび iPad mini 

※iPhoneについては、iPhone用の利用ガイドをご覧ください。 

 

(b) iOS のバージョン 

iOS12.4 

 

AirTriQ Connectorは、本ガイドの発刊現在で上記バージョンの動作を確認しております。 

 

(c) 表示可能なドキュメントの種類 

アップルのサポート情報（技術仕様）に準ずる。 

http://support.apple.com/ja_JP/specs/#ipad 

※上記の表示可能なドキュメントの種類は、全ての表示を保証するものではありません。 
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II AirTriQ Connector の概要 

(a) AirTriQ Connector とは？ 

AirTriQ Connector とは、AirTriQ ドリームキャビネット上のフォルダー/ファイルに対して、iPad

からアクセスするための iPadアプリケーションです。 

AirTriQ Connectorにはファイルを管理する機能はありませんので、アップロードの場合は他

のアプリから、ダウンロードの場合は他のアプリへ連携をします。 

 

現在提供されている機能は以下の通りです。 

 

◼ ファイル閲覧およびダウンロード機能 

AirTriQ ドリームキャビネットのファイルの閲覧および他のアプリにダウンロード 

◼ 写真撮影およびアップロード機能 

アプリから写真を撮影し AirTriQ ドリームキャビネットにアップロード 

 

それぞれの機能の詳細ついては次項以降で説明します。 

AirTriQ ドリームキャビネットにアクセスするには、あらかじめ AirTriQ ドリームキャビネット上に

ユーザーが登録されている必要があります。管理ツールを利用してユーザー登録をあらかじ

め行ってください。管理ツールの詳しい操作方法については、「AirTriQ ドリームキャビネット

利用ガイド（管理ツール編）」をご覧ください。 
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(b) AirTriQ Connector のダウンロード 

AirTriQ Connectorは、App Store より無料でダウンロードすることができます。 
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(c) 初期設定 

AirTriQ Connector を使用するには、初期設定が必要です。 

ホーム画面より設定をタップします。 

 

 

設定画面が表示されます。 

左一覧のアプリケーショングループにある「AirTriQ Connector」をタップします。 
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右側に AirTriQ Connector設定画面が開くので初期設定を行います。 

 

 

設定項目 内容 

カメラ カメラで写真を撮影してアップロードする場合は有効にします。  

接続先ドメイン(URL) 接続先 URL を指定します。 

接続先 URLは、ご契約時にお知らせしているログイン URLから 

末尾の「/wc/」を外したものになります。 

例えば、 

 ログイン URLが https://dc1.airtriq.jp/wc/の場合 

 接続先 URLは https://dc1.airtriq.jp 

になります。 

顧客 ID*1 顧客 IDを設定した場合はログイン画面で入力を省略できます。 

ユーザーID*1 ユーザーIDを設定した場合はログイン画面で入力を省略できま

す。 

パスワード*1 パスワードを設定した場合はログイン画面で入力を省略できます。 

個人フォルダーを 

初期画面にする 

ログイン後に表示されるフォルダーを個人フォルダーにする設定 

※管理者、一般ユーザーの設定のみが有効となる。 

 *1 任意の設定項目になりますので、必要に応じて設定してください。 

 

https://dc1.airtriq.jp/wc/
https://dc1.airtriq.jp/


AirTriQ ドリームキャビネット利用ガイド（iPadアプリ編） 

8 

(d) AirtriQ管理ツールでユーザー権限の設定 

AirTriQ管理ツールでユーザーID毎に AirTriQ Connectorの権限設定を必要に応じて行っ

てください。 

設定内容 内容 

① 閲覧のみ（初期値） ・AirTriQ上のファイルを閲覧することができます。 

・アップロードやダウンロードはできません。 

② アップロード可能 ・AirTriQ上のファイルを閲覧することができます。 

・写真を撮影してAirTriQにアップロードすることができます。 

・ダウンロードはできません。 

③ ダウンロード可能 ・AirTriQ上のファイルを閲覧して、ナビゲーションバーから

「コピーを送信」をタップして iPad上の他のアプリに連携する

ことができます。連携先のアプリがファイルの受け取りが可能

かどうかは、連携先のアプリケーションに依存します。 

・アップロードはできません。 

④ アップ／ダウンロード可

能 

上記②③の写真を撮影してアップロード、「コピー送信」をタ

ップして他のアプリに連携してダウンロードすることが可能で

す。連携先のアプリがファイルの受け取りが可能かどうかは、

連携先のアプリケーションに依存します。 
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III AirTriQ Connector の各機能について 

 

(a) ファイル閲覧およびダウンロード機能 

AirTriQ ドリームキャビネットからファイルの閲覧およびダウンロードするための機能です。 

AirTriQConnector アイコンをタップします。 

 

 

AirTriQ Connectorのログイン画面が表示されますので、ログイン情報を入力して、「ログイン」

ボタンをタップします。 
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ログインしたユーザーIDがアクセスできるトップフォルダーが表示されます。 

または、設定画面で設定した個人フォルダーが表示されます。 

 

 

閲覧するファイルのアイコンをタップします。ここでは、share フォルダーのアイコンをタップしま

す。 

 

閲覧するファイルのアイコンをタップします。 
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AirTriQConnectorでファイルを閲覧することができます。 

 

 

閲覧しているファイルは以下の手順で他のアプリケーションに渡しダウンロードすることができ

ます。 

① ナビゲーションバーの「コピーを送信」をタップして表示されるメニューから連携するアプリ

ケーションをタップする。 

② 「コピーを送信」についてはダウンロード可能な権限が付与されていない場合は表示され

ません。 

③ 連携先のアプリがファイルを受け取れるかどうかは、連携先アプリの仕様に依存します。

ご留意ください。 

 

←コピーを送信 
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(b) 写真撮影およびアップロード機能 

アプリ内で写真を撮影し AirTriQ ドリームキャビネットへアップロードするための機能です。 

AirTriQConnector アイコンをタップします。 

 

 

AirTriQ Connectorのログイン画面が表示されますので、ログイン情報を入力して、「ログイン」

ボタンをタップします。 
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ログインしたユーザーIDがアクセスできるトップフォルダーが表示されます。 

または、設定画面で設定した個人フォルダーが表示されます。 

 

 

写真をアップロードするフォルダーをタップします。 

 

※AirTriQConnectorでは「期限付きダウンロード」機能はご利用いただけません。Mail フォル

ダーについて、一般ユーザーや管理者ユーザーについてタップは可能ですが、Mail フォル

ダー下の権限のないフォルダーについてのアクセスはできません。Mail フォルダーについて

は利用しないようにお願いします。もし、誤って、Mailフォルダー直下に写真のアップロードを

行った場合は、ネットワークドライブ機能から、ファイルを削除するようにお願いします。 

 

※そのほかのフォルダーについては、パソコン版の AirTriQ と同様の仕様となります。 
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カメラアイコンをタップします。 
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写真ファイルの取り込み元を選択できます。これから写真を撮影する場合は「カメラ」、すでに撮影済み

のファイルをアップロードする場合は「ライブラリ」を選択してください。 

 

 

カメラを選択すると iPadのカメラアプリが起動します。シャッターボタンをタップして写真を撮影

してください。撮影後「写真を使用」と「再撮影」のボタンが表示されます。「写真を使用」をタッ

プすると、撮影した写真データのアップロード準備に移ります。「再撮影」をタップすると再び

カメラアプリで撮影ができるようになります。 
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「写真を使用」をタップするとアップロードするファイルの名前を入力するダイアログが表示さ

れます。任意の名前を入力して「OK」をタップしてください。空白は許可されません。

「Cancel」をタップすると、フォルダー表示画面へ戻ります。 

 

 

「OK」をタップすると写真ファイルが AirTriQ ドリームキャビネットの現在表示中のフォルダー

にアップロードされます。フォルダーに保存権限がない場合は「ファイルをアップロードできま

せんでした」とエラーメッセージが表示されますので、適切なフォルダーへ移動してから再度

実行してください。 
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写真ファイルの取り込み元選択時に「ライブラリ」をタップすると、iPadの「写真」アプリが起動し

て、すでに撮影済みで iPadに保存されているファイルをアップロードすることができます。「写

真」アプリから任意の写真データを選択すると、ファイル名を入力するダイアログが表示される

ので、あとは写真撮影時と同じ手順でファイルをアップロードしてください。 
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IV お問い合わせ対応 

お問い合わせは登録された連絡担当者様からのみを受付致します。 

 

(a) ご契約に関するお問い合わせ 

項目 説明 

窓口 AirTriQ インフォメーションセンター 

受付時間 弊社営業日 9：00～17:00 

電子メール info@airtriq.jp 

 

(b) 技術的なお問い合わせ 

項目 説明 

窓口 AirTriQサポートセンター 

受付時間 弊社営業日 9：00～17:00 

電子メール support@airtriq.jp 

 

(c) 障害情報 URL 

以下のホームページで障害情報を公開しています。 

http://www.airtriq.jp/mainte.html 

 


