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Rev1.10 (2022/05/17) 

【重要！】 ※必ずご確認ください 
ＰＣカスタマイズサービス 

～ＨＤＤマスターコピーサービス～ 

マスターＰＣ送付状＆チェックシート(IoT) 

下記につきまして必ず全ての項目をご記入いただき、マスターPC に同梱し共に下記宛先までご送付ください。 

 

 
 
 
 
 

１．お客様名：                               

２．HDDマスターコピーサービス(IoT)(PC-CM-A066)発注時の CV コード： 

CV                      

３．本体型番：PC-               _   

フリーセレクションフレームモデル型番[12 桁]をご記入下さい。 

  製造番号［9桁］：                   

４．ＣＶコード取得時の「SID(SecurityID)の重複対策」の指定 

CV コード取得時にご指定頂いた内容にチェックしてください。指定内容が不明な場合や CV コード取得時と実際

のマスターPC 構築で内容が変更になった際は、ご注文いただいた NEC 営業または販売店までご確認をお願いい

たします。 

□ お客様にて Sysprep 適用済のマスターPC を用意する 

□ NEC にて Sysprep を適用することを希望する 

□ 未適用 

５．送付品リスト 

□工場出荷時の全品を送付 

□一部を抜き取って送付（送付物にチェックを入れてください。） 

□PC 本体 □電源ケーブル（AC アダプタ含む） □マウス □キーボード（添付モデルの場合） 

       その他付属品                                                      

                                                                      

 

  

・ マスターPCは NEC担当営業より特にご連絡がない場合は、本体納品予定日の 7営業日前まで必着で 

ご送付ください。 

注文台数が多い場合やその他の理由により、７営業日前より早期の送付をご連絡する場合がありますので、
ご了承ください。 

・ マスターPC の BIOS 設定は、展開 PC には反映されないため、PC 出荷状態の BIOS設定での展開を考慮
したマスターPCの構築をお願いいたします。 

注意 
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６．送付事前チェック項目 

[BIOS関連] 

□ 以下のチェックに基づき、以下の BIOS の設定値が出荷時状態であることを確認済です。 

□BIOS パスワード1は設定されておりません(解除しました) 

□HDD パスワードは設定されておりません(解除しました) 

□セキュリティチップの設定を行っておりません(解除しました) 

□BIOS の設定値が出荷時状態である 

[HDD/フラッシュメモリ暗号化関連] 

□ HDD/SSD が暗号化されていないことを確認しました。 

 ※Windows 10 は、OS の仕様上、自動的に暗号化の設定となっている場合があるため、必ずご確認頂き、暗

号化されている場合は解除の処理をお願い致します。詳細は本シートの【参考手順】をご参照願います。 

[System Preparation (Sysprep)関連]  ※以下 3 項目で該当する項目にレ点を記入してください。 

＜４．で「NEC にて Sysprep を適用することを希望する」または「お客様にて Sysprep 適用済のマスターPC を

用意する」を選択の場合＞ 

□ 本マスターPC は Sysprep を適用してイメージコピーを行っても問題が無いことを検証済みです。 

＜４．で「未適用」を選択の場合2＞ 

□ 本マスターPC は Sysprep 未適用です。 

 

[マスターPC 内の情報・設定関連] 

□ 本マスターPC は、WORKGROUP 環境で作成しました(ドメインには参加していません)。 

□ 本マスターPC は、送付前の HDD 環境のバックアップを作成し保管しています。 

□ マスターPC には、本サービスの実施に不要な情報・設定等を導入しておりません。 

(不要な情報や設定は削除しました) 

□ セキュリティチップを利用しておりません/セキュリティチップ関連機能をマスターPC に導入して問題な

いことを確認しております。 

＜４．で「未適用」を選択の場合＞ 

□ 以下いずれかの対応を実施しています。 

   □ マスターPC は再起動可能である / □ 高速スタートアップ機能を無効にしている 

 

以 上 

 
1 モデルにより「スーパバイザパスワード/パワーオンパスワード」、「スーパーバイザパスワード/ユーザパスワード」、「アドミ

ニストレータパスワード/パワーオンパスワード」等と表記されます。各モデルの「システム設定」マニュアルをご確認くださ

い。 
2 「未適用」はネットワーク接続しない運用の場合や、Sysprep 以外の SID 対策を利用している場合など、お客様評価にて SID

対策が不要と判断された場合の選択肢です。 
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＊本ページ以降はマスターＰＣに添付していただく必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

       ・ご発送の物流業者と配送番号は、NEC担当営業までご連絡お願いいたします。 

 

 

 

「HDD マスターコピーサービス（IoT)(展開 PC1 台目用)(PC-CM-A066)」は、お客様からマスターPC をお預かり

し、弊社生産工場にて量産させていただくサービスとなります。従いまして、弊社生産工場に送付いただくマ

スターPCは、お客様にて「量産しても問題無いか、検証できたものである」必要があります。 

以下の例を参考としていただき、マスターPC を送付いただく前に、ターゲット PC に適切にコピーできるか、

事前に検証していただくことを強く推奨します。 

工場にて、量産前に確認コピーを実施させていただきますが、稀にターゲット PC の初回起動が正常にできな

いケースが発生しています。その場合、マスターPCを返送し作り直していただくことになり、納期も遅れてし

まいますので、事前確認のほど、よろしくお願いします。 

 

 

【事前に準備するもの】 

・マスターPCとなる「Windows 10 IoT Enterprise LTSC」プリインストールモデル 

・CD/DVD ブート可能なバックアップソフト（USB ハードディスクを認識可能なもの、対象の OSをバック

アップ可能なもの） 

・USBハードディスク（十分な空き容量があるもの） 

・USB光学ドライブ3 (光学ドライブを内蔵していないモデルで、バックアップソフトを光学ドライブから起

動する場合) 

・キーボード/マウス (PCがキーボードなしモデルの場合で、バックアップソフトの操作等で必要な場合) 

 

 

【参考手順】 

トラブルが発生しないマスターPCであることを確認する為に、以下の方法を参考に事前検証頂いた上で、マ

スターPCを送付頂くことをお勧めいたします。 

① BIOS の設定の適切な変更 

HDD マスターコピーサービス(IoT)は一部例外を除き、BIOS の設定は展開 PCに反映されません。マスターPC

の評価の際は、以下の点を十分ご理解の上、十分な評価を実施してください。 

(1) BIOS 設定の初期化 

BIOS の設定は、一旦初期状態に戻してから、マスターPC を作成頂くことをお勧めいたします。初期化

の後、(2)を確認・設定してください。 

 

(2) 「BIOS 設定変更サービス」を併用している場合 

「BIOS 設定変更サービス」を併用し BIOS 設定を指定している場合は、マスターPC 構築後(下記②の後)

に、BIOS 設定を変更して評価を実施してください。 

 

 

 
3 タブレット PC は、光学ドライブがドック(クレードル)経由では動作保証されない(ブートしない)場合や、ドック(クレード

ル)を経由でのみ光学ドライブの動作が保証される場合があります。適合の詳細は、「タブレット PC 拡張機器一覧」

(https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/versapro_tablet.html)をご確認ください。 

【マスターPC送付先】 

〒992-8520 

    山形県米沢市下花沢二丁目 6番 80号 

      NECパーソナルコンピュータ（株） 米沢事業場 

      生産事業部 需給計画部 カスタマイズ担当マネージャ宛 

        電話番号 03-6701-6387 または 03-6701-6383  

※物流確認用の電話番号のため、サービスに関する問い合わせには回答できませんので、ご注意下さい。 
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② マスターPC を構築する 

本サービスは「Windows 10 IoT Enterprise LTSC モデル」専用サービスであり、その用途(シンクライア

ントや組込 PC)上、機能を制限するよう作りこまれたマスターPC の構築となると想定しておりますが、こ

の制限された設定等を複数の PC にコピーを実施して問題がないような構築が必要となりますため、トラ

ブル回避のためにも、マスター展開に実績のある SIベンダー様にマスターPCの構築をご委託いただくこ

とをお勧めいたします。 

 

マスターPC の構築は、出荷時状態で実施頂くか、もしくは再セットアップディスクを用いて再セットアッ

プを実施頂くことを強くお勧めいたします(*1)。 

出荷時の電源投入後もしくは再セットアップを実施後、ドメインには参加せずワークグループ環境で各ア

プリケーションをインストールします。事前に各アプリケーションの販売元/開発元へ「マスターPCの

HDD イメージによる展開が可能である」ことをご確認ください。 

また、OSやアプリケーション等に対して提供元から公開されている回避方法や修正プログラムを必要に応

じて適用してください。 

 

*1:「PC のリフレッシュ」「PC のリセット」という再セットアップ方法が提供されておりますが、「PCのリ

フレッシュ」はマスターPC構築には利用できませんのでご留意ください。またマスターPC 構築の際

は、再セットアップ媒体を購入頂くことを強く推奨致します。 

   

また、弊社、ビジネス PC 情報発信サイトの PCカスタマイズサービスの注意事項も、併せてご確認くだ

さい。 

 

「BIOS 設定変更サービス」を併せて指定する場合には、マスターPC構築後、BIOS 設定変更サービスで指

定する設定に BIOS を変更してマスターPC の評価を実施してください。 
 

マスターPC に Sysprep の「未適用」を指定頂くマスターPCを構築の場合は、工場側作業にて再起動を行

う場合があるため、再起動しても問題ないマスターPC を構築するか、「高速スタートアップ」機能を無効

にしたマスターPCを構築するかのいずれかを実施してください。なお、高速スタートアップ機能の無効化

方法は本体マニュアル「活用ガイド」に記載されております。 

 

 

③ 暗号化を解除する【重要】 

Windows 10 モデルは、OS の仕様上、内蔵 HDD/SSD の暗号化設定が自動的に行われている場合がありま

す。「HDDマスターコピーサービス(IoT)」では暗号化状態ではコピーを行うことができないため、明示

的に暗号化を行わなかった場合でも、必ず下記を確認し、暗号化されている場合は解除を実施してくだ

さい。 

 

<<暗号化状態の確認方法および解除方法>> 

 「設定」－「更新とセキュリティ」－「デバイスの暗号化」を開きます。 

 

上記の「デバイスの暗号化」欄で「オフにする」というボタンが有効になっている場合は、暗号化状

態ですので解除が必要です。「オフにする」ボタンを押下し、その後の画面に従って解除してください。

完了すると「オンにする」というボタンが押せる状態(ボタン上部に「デバイスの暗号化が無効になって

います」と表示されている状態)となります。 

 

 

④ マスターPC の展開検証 

マスターPC のご構築が終わりましたら、ご検証作業をお願いいたします。「HDD マスターコピーサービス

(IoT)」をご利用頂く上で、以下の点にご留意の上、ご評価をお願いいたします。 

 

(1) 設定が適切に展開されるか 

本サービスは「Windows 10 IoT Enterprise LTSC モデル」専用サービスであり、その用途(シンクライ

アントや組込 PC)上、機能の利用を制限するよう作りこまれたマスターPC の構築となることから、この
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制限された設定等が複数の PC にコピーされて正しく動作するかを十分にご評価いただくよう、お願い

いたします4。 

 

(2) 追加作業(個別対応サービス)の有無 

「HDDマスターコピーサービス(IoT)」は「イメージコピー作業のみ」を実施します。マスターPC のご

評価の都合上、特定の作業を、生産工場側で実施させたいとのご要望のケースが発生することが考えら

れますが、その際には、本サービスだけでは対応できません。 

この場合、作業手順等をご用意の上、弊社営業経由で 

「個別対応サービス」(https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/custom/individual.html)にて

追加作業の検討依頼を頂き、払い出された個別型番を「HDDマスターコピーサービス(IoT)」と併せてご

注文頂くことで、追加作業を併せて実施いたします。 

個別対応サービスは、検討に時間がかかりますため、余裕を持ったスケジュールでマスターPC をご評価

いただくことをお勧めいたします。 

 

(3) サービス指定の SID 重複対策の指定 

マスターPC のご検証作業が完了し、「お客さまにて Sysprep 適用済のマスターPC を用意する」もしくは

「NECにて Sysprep を適用することを希望する」が決まりましたら、サービスのご注文の際にご指定く

ださい5。(本指定はマスターPC 側の構築上の都合で決まるかと考えますので、構築をご委託された SI

ベンダー様にご確認ください) 

特に、「NEC にて Sysprep を適用することを希望する」となる場合は、追加作業が発生するケースと想定

しておりますので、「個別対応サービス」のお手続きをお願いいたします。 

 

⑤ マスターPC の HDD 内容をリストアする (マスターPC を工場への送付ができる状態にする) 

動作検証後、マスターPC の内容をサービス指定の状態(Sysprep 適用前/適合後)にリストアします。 

 

⑥ 送付事前チェック実施 

「マスターPC送付状＆チェックシート(IoT)」の「送付事前チェック項目」を確認いただき、マスターPC

が送付可能な状態となっていることをご確認いただきます。 

 

⑦ 工場への送付 

マスターPC に、⑨にて確認頂いた「マスターPC 送付状＆チェックシート(IoT)」を添えて、工場への送付

をお願いします。 

以 上 

 
4 以下は例となりますが、このようなトラブルが発生しないよう、予めマスターPC の十分なご評価をお願いいたします。 

▪ 重複が不適切な設定項目が重複する(コンピュータ名など)。 

▪ 書き込み制限/表示制限している項目が、書き込み可/表示されてしまう。 

▪ ウィルス対策ソフト等で定義ファイルが更新されない。 

▪ 資産管理ソフト等の管理コンソール上で、別々の PC として認識しない。 
5 Sysprep とは Microsoft 社より提供されている System Preparation ツールを指し、OS のイメージング（複製）を

行う際に、主としてユーザやグループ、コンピュータを識別する SID（SecurityID）の重複を避ける為の準備ツール

として使用されます。NEC からのサポートはありません。 

 


