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達人Cube Mini「ファイル圧縮・解凍」 

「ファイル圧縮・解凍」は、顧問先が簡単な操作でファイルの圧縮／解凍が

できる無料サービスです。 

このマニュアルは「ファイル圧縮・解凍」の操作方法について説明しています。

ご利用になる際に、是非一度お読みください。 
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１．はじめに 

「ファイル圧縮・解凍」は、顧問先が簡単な操作でファイルの圧縮／解凍ができる無料サービスです。

このマニュアルでは、達人Cube Mini「ファイル圧縮・解凍」について説明しています。 

 

１．このマニュアルの読み方 

このマニュアルでは、説明内容に応じて次の記号を使用しています。 

参考
 

・操作上の重要事項や制限事項について、説明しています。便利にご利用いただくことの

できるヒントや補足事項などについて説明しています。 

［参照］  ・関連するページや分冊を示します。 

 

 

２．「ファイル圧縮・解凍」でできること 

「ファイル圧縮・解凍」は、ファイルの圧縮・解凍が簡単に行えます。 

ご利用いただくと、以下のことができます。 

 

■圧縮形式の多様性 

「ファイル圧縮・解凍」では、圧縮形式が［CAB形式］［ZIP形式］［TZA形式］の3種類から選択でき

ます。用途に合わせた圧縮変更が可能です。同一ツールで解凍処理も行えますので、1度に多くのデー

タを圧縮する場合などに是非ご利用ください。 

 

■パスワードを付けた圧縮処理 

圧縮時に任意でパスワードを設定することができます。 
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３．作業の流れ 

「ファイル圧縮・解凍」の基本的な作業の流れについて説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

「ファイル圧縮・解凍」を 

ダウンロードし、インスト 

ールする 

ファイルを圧縮する 

ファイルを解凍する 

パスワードや圧縮形式を設定し、

ファイルを圧縮します。 

日常的作業

として行う 

達人 Cube Mini シリーズ ポータル

サイトより「ファイル圧縮・解凍」

のインストールプログラムをダウン

ロードし、インストールします。 

ファイルを解凍します。 

導入作業と

して行う 
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４．「ファイル圧縮・解凍」のダウンロード／インストール 

ここでは、「ファイル圧縮・解凍」を利用する事前準備として、インストールプログラムのダウンロー

ドやインストール方法について説明します。 

 

１．「ファイル圧縮・解凍」をダウンロードする 

 

1. 「達人Cube Miniシリーズ ポータルサイト」（http://www.tatsuzin-cube.com/DL/mini/）

を開きます。 

 

http://www.tatsuzin-cube.com/DL/mini
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2. 「ファイル圧縮・解凍」の［アプリダウンロード］をクリックします。 

 
通知バーが表示されます。 

 

3. ［保存］ボタン横の［▼］ボタンをクリックし（①）、［名前を付けて保存］をクリックします（②）。 

 

［名前を付けて保存］画面が表示されます。 

 

  

①  ② 
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4. ［保存場所］を設定し（①）、［保存］ボタンをクリックします（②）。 

 

 

 

以上で、「ファイル圧縮・解凍」をダウンロードは完了です。 

 

  

参考
 

［保存場所］はデスクトップなどわかりやすい場所に設定することを推奨します。［フ

ァイル名］は任意に変更できます。 

①  

② 
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２．「ファイル圧縮・解凍」をインストールする 

ここでは、「ファイル圧縮・解凍」をインストールする手順について説明します。 

 

 
 

1. ［１．「ファイル圧縮・解凍」のダウンロードする］で保存した［PlCDSetup.exe］をダブルクリ

ックします。 

 
［達人Cube Miniファイル圧縮・解凍］画面が表示されます。 

 

2. ［次へ］ボタンをクリックします。 

 
［使用許諾契約］画面が表示されます。 

  

参考
 

インストール作業中に［ユーザーアカウント制御］画面が表示されることがあります。その場合は

［はい］ボタンをクリックして作業を進めてください（必要に応じてパスワードを入力します）。 
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3. ［使用許諾契約の条項に同意します］を選択し（①）、［次へ］ボタンクリックします（②）。 

 
［インストール先のフォルダ］画面が表示されます。 

 

4. インストール先のフォルダを確認し（①）、［次へ］ボタンをクリックします（②）。 

 
［プログラムのインストール］画面が表示されます。 

 

5. ［インストール］ボタンをクリックします。 

 
［InstallShieldウィザードを完了しました］画面が表示されます。 

  

①  

② 

①  

② 
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6. ［完了］ボタンをクリックします。 

 
インストールが完了します。 

 

以上で、「ファイル圧縮・解凍」のインストールは完了です。 
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２．基本操作 

ここでは、「ファイル圧縮・解凍」の起動や画面の構成などについて説明します。 

 

１．「ファイル圧縮・解凍」の起動／終了 

「ファイル圧縮・解凍」の起動方法と終了方法を説明します。 

１．「ファイル圧縮・解凍」を起動する 

1. Windowsのスタートメニュー［すべてのプログラム］－［達人Cube Miniシリーズ］－［ファイル圧

縮・解凍］をクリックします。 

 

［ファイル圧縮・解凍］画面が表示されます。 

 

  

参考 

• Windows 10の場合は、Windowsのスタートメニュー［すべてのアプリ］－［達

人Cube Miniシリーズ］－［ファイル圧縮・解凍］をクリックします。 

• Windows 8.1以降の場合は、［アプリ］画面に表示されている［ファイル圧縮・解

凍］をクリックします。 
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2. ［ファイル圧縮・解凍］画面が表示されます。 

 
 

以上で、「ファイル圧縮・解凍」の起動は完了です。 

 

２．「ファイル圧縮・解凍」を終了する 

1. ［閉じる］ボタンをクリックします。 

 
［ファイル圧縮・解凍］が終了します。 

 
 

以上で、「ファイル圧縮・解凍」の終了は完了です。 

 

  

参考 

右上の［×］ボタンをクリックしても「ファイル圧縮・解凍」を終了できます。 
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２．「ファイル圧縮・解凍」の画面構成 

「ファイル圧縮・解凍」の基本的な画面構成について説明します。 

 

 

項目 説明 

①  ファイル領域 ・［ファイル選択］ボタンで圧縮又は解凍するファイルを選択するとファイル名などを

表示します。 

②  設定 ・ファイルを圧縮又は解凍する際の条件を設定できます。 

③  業務メニュー ・ファイル選択など基本の操作ボタンを表示します。 

 

  

①  

② 

③ 
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３．ファイルを圧縮する 

ファイルの圧縮方法を説明します。 

 

1. [ファイル選択]ボタンをクリックします。 

 
［ファイルを開く］画面が表示されます。 

 

2. ［ファイルの場所］（①）と圧縮するファイル（②）をクリックして選択し、［開く］ボタンをクリ

ックします（③）。 

 
［ファイル圧縮・解凍ツール］画面に戻ります。 

 
  

参考 

複数選択するには、キーボードの［Ctrl］キーを押した状態でファイル名をクリック

すると、クリックしたファイルが全て選択されます。選択を解除する時は、もう一度

クリックします。 

また、連続した複数のファイルを一括で選択する場合は、選択したい範囲の一番上の

ファイルをクリックして選択し、［Shift］キーを押した状態で一番下のファイルをク

リックします。 

①  

② 

③ 
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3. ［設定］で［圧縮形式］などを設定し（①）、［圧縮］ボタンをクリックします（②）。 

 
完了画面が表示されます。 

 

 

4. ［OK］ボタンをクリックします。 

 
 

以上で、ファイルの圧縮は完了です。 

参考 

• 圧縮形式は、CAB形式、ZIP形式、TZA形式の3種類から選択できます。TZA形

式は、NTTデータが提供する特殊な圧縮形式です。TZA形式で圧縮したファイル

は、達人Cube「ファイル圧縮・解凍」又は達人Cube Mini「ファイル圧縮・解

凍」でのみ解凍できます。 

• ［常にデスクトップに圧縮･解凍ファイルを保存する］には、初期値でチェックが

付いています。圧縮したファイルを任意の場所に保存したい場合は、クリックし

てチェックを外してください。 

• ZIP 形式でパスワードを付けて圧縮する場合、［パスワードをつけて圧縮する］の

チェックを付けます。チェックを付けてから［圧縮］ボタンをクリックすると、［パ

スワード］画面が表示されます。パスワードは半角 44 文字以内で入力し、［OK］

ボタンをクリックします。 

①  

② 
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４．ファイルを解凍する 

ファイルを解凍する方法を説明します。 

 

1. ［ファイル選択］ボタンをクリックします。 

 
［ファイルを開く］画面が表示されます。 

 

2. ［ファイルの場所］（①）と解凍するファイル（②）をクリックして選択し、［開く］ボタンをクリ

ックします（③）。 

 
［ファイル圧縮・解凍ツール］画面に戻ります。 

 

3. ［設定］で［圧縮形式］などを設定し（①）、［解凍］ボタンをクリックします（②）。 

 
完了画面が表示されます。 

①  

② 

①  

② 

③ 
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4. ［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

以上で、ファイルの解凍は完了です。 

  

参考
 

• 解凍できる圧縮形式は、CAB形式、ZIP形式、TZA形式の3種類から選択できま

す。TZA形式は、NTTデータが提供する特殊な圧縮形式です。TZA形式で圧縮し

たファイルは、達人Cube「ファイル圧縮・解凍」又は達人Cube Mini「ファイル

圧縮・解凍」でのみ解凍できます。 

• ［常にデスクトップに圧縮･解凍ファイルを保存する］には、初期値でチェックが

付いています。任意の場所に解凍したファイルを保存したい場合は、クリックして

チェックを外してください。 

• ファイルにパスワードを付与されている場合、［解凍］ボタンをクリックすると［パ

スワード］画面が表示されます。設定されているパスワードを入力して［OK］ボ

タンをクリックします。 
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