
お客様のご要望に合わせたPC・タブレットにカスタマイズ。
富士通ならではのオンリーワン端末を実現。

PC・タブレット オーダーメイドサービス

2015.10

ハード、ソフトの両面で日々進化していくIT環境。自社の業務に最大限に活かして効率化を図るには、

導入前のPCやタブレットのカスタマイズがマストになっています。富士通のカスタムメイドプラス

サービスでは、PC導入時にお客様が行っていた様々なキッティングを富士通の自社工場で代行。さら

にセキュリティや管理、メンテナンス、イメージアップまでサポートするサービスを揃えています。

カスタムメイドプラスサービス紹介
PC導入にかかわる手間やお悩みに応え、最適な環境をお作りします

■このカタログは、2015年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。

このカタログには、植物油インキを使用しています。

お問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
　富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

【購入相談窓口】 0120-959-242（受付時間： 9時～19時）

たとえば美容院やレストラン、アパレルや雑貨などの店頭でPCを使う際、お客様が起動画面

を目にする機会もあります。そんなときPC画面にご希望のロゴやデザインに変更することで、

ブランドイメージをPRすることができます。

BIOSブートロゴ設定

ノートPC納入の際は、コンパクト化したオリジナルの梱包箱を使用。配送するトラック台数を

削減するとともに、開梱までの保管スペースの省力化を図ります。さらに開梱後の梱包部材は

回収しますので、ダンボール箱、緩衝材の廃棄の必要がなく、CO2削減にも貢献します。

リターナブル集合梱包(ノートPC)600円～/台

PCをもっと素敵に。 ブランドアピールや社員のモチベーションアップに

売り場や接客用のPC本体におすすめなのが、社名や企業ロゴ、指定の文字を印刷することが

できるロゴ印刷サービス。お客様の目につくことで、ブランドをアピールし、宣伝効果が期待

できます。

ロゴ印刷 2,200円～/台

1,200円/台

無駄をなくす。 不要品処分の手間やコストを削減

PC購入の際に付いてくるマニュアルや各種ソフト類、保証書などは管理や破棄するだけでも

一苦労です。カスタムメイドプラスでは、不要な添付品を出荷時に抜き取り、抜き取ったもの

はご要望に合わせて富士通の工場で処分します。また、指定の納品物を個別の梱包に追加す

ることもできるので、要るものと要らないものを出荷時に仕分けてお届けします。

添付品カスタマイズ 1,000円/台

セキュリティを強く、管理を楽に。PC導入時の負担を軽減 継続的な運用・管理のためにPCの導入をもっと簡単に。

コンピュータ名やIPアドレスなどのネットワーク、プリンタ、メールの各種設定と、Microsoft 

Officeの認証作業、Active Directoryの参加設定※を１台ずつ責任もって遂行。新規PC導入後か

ら稼働までのロスをカットし、導入後の効率化を高めます。また、お客様だけの「個別設定」の

相談も受け付けています。　　　　　　　　   ※ユーザーネットワークの敷設等条件による。

個別設定

お客様の業務によって、あらかじめ専用マスタに組み込めないソフトウェアも、マスタ展開し

てから１台ずつインストール。指定ソフトウェアを希望台数分のPCにだけインストールした

いというニーズにも細かく対応します。開発するマスタ数が必要最低限で済むので、開発費用

の節約にもつながります。

ソフトインストール 4,500円/台

PCカードや拡張スロットなど、各種I/Oモジュールを最初からPCに組み込むことができます。

MADE IN JAPAN の量産工場で作業を行うので信頼性は抜群。無用なトラブルを回避できま

す。他社製品の組み込みもOK。さらに組み込んだI/O機器のドライバーやユーティリティの設

定も行っています。

I/O組み込み 1,600円/台

各種アプリケーションをCドライブにインストールする際、その稼働性を最大限にすることは

今や必須。カスタムメイドプラスでは、あらかじめHDD区画変更を実施し、Cドライブの容量を

大きくした状態でオフィスにお届けします。導入後のデータ増大に備え、快適な作業環境と安

全性を確保します。

HDD区画変更 4,000円/台

マスタPCのHDDから展開用PCのHDDにコピーを行います。導入の際に、すでにインストール

してあれば、時間の効率化を図れるだけでなく、ライセンスやメディアの購入、FVLメディアを

使用したマスタ作成の必要もなくコスト面も安心。お客様からご提供いただいたマスタのイ

ンストールも行っています。

マスタインストール 4,800円/台

複数台・機種別にお客様自身がマスタ開発・作成を行うことは、手間や時間がかかり非効率的

です。カスタムメイドプラスでは、お客様の仕様に合わせたマスタを開発。別機種や新規機種

でも今までと同じ環境にしたいという要望にも対応します。また、開発済みのマスタ仕様をも

とに新しいマスタを開発することも可能です。

マスタ開発 1種類 120,000円～

万が一の故障に備え、マスタインストールの状態への復旧ほか、再インストールやHDD交換

にも利用できるバックアップディスクを作成。ブートOSや複写ツールのライセンス購入が不

要となるので、通常業務の安全性を確保できる上、コスト軽減にも繋がります。

バックアップディスク作成/複写 18,000円～

導入するPCに、資産管理番号やMACアドレス、従業員番号、バーコードなどの各種データを入

れた情報ラベルを作成し、貼付した状態でお届けします。管理システムや管理形態に合わせ

てラベルをカスタマイズすることはもちろん、お客様側で作成したラベルを貼付する作業の

みのオーダーも承ります。

ラベル作成/貼付け 各500円/台

カスタムメイドプラスでは、導入時にPCの個別情報をリスト化してお渡しできます。管理番

号、コンピュータ名、MACアドレスなど、装置個別の情報を集約して一元管理ができるので、保

安上のメリットのほか、サーバ登録などシステム面での運用や資産管理を効率よく行うこと

ができます。

情報リスト作成 500円/台

万が一の紛失や盗難などに備えて、１台ごとにPC機動時に特殊なボタン操作を設定※。このボ

タンは富士通独自の機能で、起動させるための組み合わせは約80万通りもあります。操作方

法を知らなければ、PCを機動することができませんので、セキュリティをさらに高めることが

できます。 　　　　　　　  ※セキュリティボタン搭載機種をお買い上げの場合に限ります。

セキュリティーボタン設定 800円/台

PC起動時の画面に社名や企業ロゴを入れた、オリジナルブートロゴを作成します。また、お好

みの印字方法で、ノートPCの天板やテスクトップPC本体の側面にロゴや社名を施すことがで

きます。PCがその企業の財産であることをアピールし、転売目的の盗難や持ち出し防止にも役

立ち、セキュリティ強化につながります。

BIOSブートロゴ設定/ロゴ印刷 600円～/台、2,200円～/台

BIOSやHDDパスワード設定、ブートプライオリティ変更、各種パスワード設定やウエークアツ

プLANの有効化、起動時パスワードの使用有無設定など、もっとも煩雑な設定をお手伝いし、

すべて完了させた状態でお渡しします。情報漏えいの防止はもちろん、エンドユーザーによる

勝手な設定変更も防ぐことができます。

BIOS設定 800円～/台

1,500円～/台
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カスタムメイドプラスサービス お客様のパソコンの導入・
展開作業をご支援します

HDD
区画変更

I/O
組み込み

マスタ
開発

個別
設定

マスタ
インストール

ソフト
インストール

専用のマスタ
PCを作成

1台毎に
各種設定

展開用PCに
インストール

HDDの区画
設定を変更
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組み込みます

追加ソフトを
インストールします

PCの導入を
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装置個別情報
リストを作成

バックアップ媒体を
作成・複写します

ご指定ラベルを
作成・貼付

起動時のロゴを
変更します

BIOS
設定

セキュリティを強く、
管理を楽に。
セキュリティ強化、管理と
メンテナンスの簡便化

PCを
もっと素敵に。
ブランドアピールや社員の
モチベーションアップに

無駄を
なくす。
不要品処分の
手間やコストを削減

ロゴ印刷

ご指定の
ロゴを印刷

起動時のロゴを
変更します

BIOS
ブートロゴ設定

添付品を
加減します

専用梱包箱で
納品します

添付品
カスタマイズ

リターナブル
集合梱包

専用モデル
開発

カスタマイズ 対応目安台数 カスタマイズ例 お届けまでの期間

富士通の品質基準に部品を
含めて対応。熟練工による高
品質を維持。

ハードウェア
カスタマイズ

カタログに掲載のないメ
ニューも可能な限り対応し
ます。

添付品/アプリ
カスタマイズ

必要に応じて添付品などの
追加／削除を実施します。

お客様用途に合わせた個別対応 自社開発/製造だからこそできる、
お客様のご要望へのフレキシブルな対応

標準構成 カスタムメイドオプション

標準モデル（カタログ掲載モデル）

10,000台～ 約12ヶ月～

約2～4ヶ月

約2週間

お客様専用モデルを提供

静脈センサー内蔵、I/O追加、
カメラ削除、主要部品のベンダー固定、

筐体色変更、キーボード変更

添付品削除、不要アプリ削除、
アプリ追加

300台～

50台～オンリーワンの PC・タブレットをお届けします。
オフィス業務の根幹をなすPCインフラ。導入から運用までにかかる煩雑な手間を省いて、

お客様のニーズに合った環境を整えるのが、富士通が提供する「PC・タブレット オーダー

メイドサービス」です。

多様な機種、豊富なカスタムメイドオプションで構成された標準モデルに加え、お客様

だけのオーダーメイドのオンリーワン端末をご提供する「個別対応」と、さらに幅広い

メニューを取り揃えた「カスタムメイドプラスサービス」をご用意。企業のイメージやロ

ケーションに合ったきめ細やかなカスタマイズに対応します。

開発から製造まで日本国内の自社工場で行いますので、情報セキュリティ面でも安心。

スピーディーに高品質、高セキュリティなカスタマイズを実現します。

パソコン開発拠点
(神奈川県)

デスクトップパソコン量産工場
(福島県)

ノートパソコン量産工場
(島根県)

PC・タブレット オーダーメイドサービス
「MADE IN JAPAN」の富士通だからこそできる、

きめ細やかなオーダーメイドサービス。

お客様のさまざまなご要望に精一杯お応えします。

当社営業、販売パートナーに是非何なりとご相談ください。
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既存のラインナップでは、最適な業務運用が難しい（筐体／

画面サイズ、重量、OS等）、24時間続けて使いたい、長期間使

用したいなど、現在販売中の装置では対応できないご要望

についても、開発から設計、製造までを日本国内で行なって

いる富士通なら、お客様のご要望にお応えします。

お客様業務に合わせた
専用モデルをご提供します
業務に最適なPC・タブレット環境を作るために
ハードからソフトまで全方位でサポート

お客様の要望

タブレットが万が一盗難や紛失した場合、データ漏えいなどが起きないようにリ

モートでデータ内容を消去できる機能が欲しいです。

また、自社開発のアプリケーションが、既存のタブレットの横長の画面では利用し

にくいため、当社の仕様に合うタブレットを探しています。

カスタマイズ内容

紛失・盗難時の対策として、富士通独自の技術を用いた紛失・盗難対策ソリュー

ション「CLEARSURE」を搭載し、外部からデータ消去を可能にしました。

さらに、主流のワイド画面液晶（画面縦横比 １６：９）では、自社開発アプリの下部

が切れてしまうため、12.1型スクエア液晶（画面縦横比 ４：３）を採用したオリジ

ナルのタブレットを開発・製造いたしました。

自社開発のアプリに合わせた専用タブレットに
データ漏えいを防ぐ機能を追加したい

保険業
A 社様

個別対応（専用モデル開発）で解決

専用タブレット
約5万台

既存モデル(10.1インチワイド)
スクロールが必要

専用モデル(12.1インチスクエア)
スクロールが不要

お客様
アプリケーション

お客様
アプリケーションに
合わせた大画面を

実現

スクロールが必要

お届けまで 約12ヶ月

個別対応（専用モデル開発）で解決 お届けまで 約2～4ヶ月

個別対応（専用モデル開発）で解決 お届けまで 約2～4ヶ月

個別対応（専用モデル開発）で解決 お届けまで 約2～4ヶ月

教育委員会
C 市様

お客様の要望

授業に必要な防水機能を付けた上で、カメラ、手書きペン、取り外し可能キーボー

ド、無線LANなどのデバイスを最小限にした専用タブレットの特別モデルを開発。

タブレット内部にデータを保存しない運用のため、セキュリティ機能（指紋セン

サー）を削除。また、専用開発の取り外し型キーボードは、児童が取り扱いやすいよう稼働部分を無くしました。

カスタマイズ内容

学区内の小学校の授業にタブレット端末の導入を考えています。

生徒１人１人が使うので、不要な機能を削除しつつ、安心して利用してもらいたい

です。

小学生でも安心して使えるタブレットを導入したい

金融業
B 社様

お客様の要望

標準モデルに搭載されている「指紋センサー」を削除し、代わりに「手のひら静脈

センサー」に専用カスタマイズ。外付け型の「手のひら静脈センサー」に比べ省ス

ペースを実現しました。また、VMware、Citrixといった仮想環境へのログオンをはじめ、仮想環境で動作するアプリケーショ

ンも手のひら静脈認証が利用可能なSMARTACCESS/Virtualを提供しました。

カスタマイズ内容

全社的に実施している「手のひら静脈」による認証環境を、新しく導入するシン

クライアント端末でも利用することはできますか？

手のひら静脈認証に全社統一したい シンクライアント
A4ノートモデル

7,000台

10.1インチ
タブレット

病院
D 病院様

お客様の要望

コンパクト型デスクトップPCをベースに、通常1日8時間稼働のHDDや電源ユニッ

ト、ファンなどを24時間稼働可能な高耐久性部材に取り替え、24時間の運用を保

証しました。

カスタマイズ内容

緊急時の対応が求められる病院のため、PCは24時間稼働できるようにしたい。

また、狭いナースステーションで使うので、省スペースで導入したい。

PCを 24時間安心して使いたい デスクトップ
150台

8時間稼働モデル

電源
ユニット ファンHDD

交換

厚さ
2.5mm
拡大

58ｍｍ

20
ｍｍ

38ｍｍ
縮小

スリムキーボード
（カタログモデル）

スリムキーボード
（学校向け）

底面がスライド
しないため、安全！

8時間稼働モデル
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製造業
E 社様

お客様の要望

標準搭載のカメラを削除する専用カスタマイズを実施しました。
お客様業務に最適なスペックの製品をご提供いたします。

カスタマイズ内容

保守点検のためお客様のフロアに訪問します。データ管理上タブレットで業務を
行うのですが、セキュリティの面からカメラ機能が付いていると持ち込めません。
カメラ機能を削除することはできますか？

不要な機能を削除したい タブレット
3,000台個別対応（ハードウェアカスタマイズ）で解決 お届けまで 約2～4ヶ月

S i e r
H 社様

デスクトップ
2,000台

Windowsアップデートと、お客様の会社が開発されたアプリのインストールを富士
通の国内工場とカスタムメイドプラスセンターで代行して納品しました。
これにより1台に2時間かかっていた納品準備が減り、納品までの時間を大幅に短縮
することができました。

カスタマイズ内容

お客様の要望

自社開発のソフトウェアをPCに搭載し、販売していますが、お客様納品前に自社で
行うWindowsアップデートと自社アプリのインストールが大変な負担になってい
ます。解決法はありますか？

キッティング作業を減らしたい
カスタムメイドプラス（ソフトインストール）で解決

工場

お客様

作業時間
2時間／台

工場
+

カスタムメイド
プラスセンター

お客様

作業時間
10分／台

デスクトップ
100台

お届けまで 約1～2週間

ワークステーションは、電源ケーブルに2ピン＋アースコードが標準となっています。これを3
ピンアースコードなしに変更しました。（F社様）
自社工場で3P-2P 変換プラグを全て外してから納品しました。（G市様）
また、デスクトップPCは全て「横置き運用」するため、標準添付の「横置き時用専用部品」を出荷
時に削除。お客様の管理・廃棄工数が不要になります。

カスタマイズ内容

お客様の要望

社内規定でアースコード付き電源の使用が禁止されています。（F社様）
オフィス内のコンセントは全て3P対応しているので「3P-2P変換プラグ」は不要です。（G市様）

添付品を変更したい、不要な添付品を外したい

2ピン

アースコード有り

3ピン

アースコード無し

個別対応（添付品カスタマイズ）で解決 お届けまで 約2週間
210台

ワーク
ステーション デスクトップ

200台

F 社様 G 市様

変換プラグ

カスタムメイドプラス（ロゴ印刷）で解決

自治体
I 県様

金融業
J 行様

製造業
K 社様

お客様の要望

PCや付属品まで色を統一し、スタイリッシュなオフィスにしたい

カスタマイズ内容

各年度毎にワンポイントカラーを変更しました。（I県様）
営業店で使うノートPCの天板をお客様のご希望に添った明るい色に変更。（J行様）

PC外観色、ディスプレイ、キーボード、マウスを全て黒色に変更しました。（K社様）
他にも、パソコンの天板印刷を指定のロゴやイラストに変更することもできます。起動時のロ
ゴ変更にも対応しますので、企業イメージやブランドイメージの確立にお役立てください。

お届けまで 約2～4ヶ月

I 県様 K 社様

ワンポイントカラー
をグレーに

富士通標準の
ワンポイントカラー

J 行様カタログに載っていないデバイスが必要、パソコンをもっと自社の

イメージに合ったものにしたい、添付品を変更／削除したい、パソコ

ンの導入／展開をもっと効率的にしたいなど、様々なご要望にお応え

します。

とにかく富士通にご相談ください
ハードウェアカスタマイズ／カスタムメイドプラス

セキュリティ機能が大幅に強化された Windows 10 Pro
企業データ保護、マルウェア対策のためWindows 10 Proではセキュリティ機能が強化されました。

Microsoft Passport
生体認証(Windows Hello)の認
証情報を用いて、Webサイトや
アプリにサインインできる機能。

Device Guard 
企業により信頼されたアプリの
みを実行可能にし、マルウェア等
のアプリの実行を防ぐ機能。

Enterprise Date Protection(EDP)
業務で使用される個人所有のデバイス上
で、個人データに影響なく企業データを情
報漏洩のリスクから保護するための機能。

主な新機能 (Windows 10 Enterpriseのみ）

製造業
M 社様

お客様の要望

個別カスタマイズで、暗号化機能付HDDに変更して納品しました。
当社の暗号化機能付HDD/SDDは、初期設定不要で、すぐに利用可能です。

カスタマイズ内容

セキュリティ強化のため、ノートPCでは暗号化機能付HDDを導入しています。
デスクトップPCも同様に暗号化HDDを搭載できますか？

デスクトップ PCのセキュリティを強化したい
個別対応（ハードウェアカスタマイズ）で解決 お届けまで 約2～4週間

タブレット本体をクレードルに施錠可能な「鍵付きクレードル」を開発しました。セキュ
リティワイヤー１本で盗難を防止でき、本体の取り外しもスムーズになりました。

カスタマイズ内容

個別対応（ハードウェアカスタマイズ）で解決 お届けまで 約1～2ヵ月

金融業
L行様（海外）

お客様の要望

オフィスに設置するIT機器はセキュリティワイヤーを取り付けるのが行内ルール。その
ため、タブレット用とクレードル用の２本のセキュリティワイヤーが必要です。
また、タブレットを持ち出す時にセキュリティワイヤーの解錠が煩わしいです。

セキュリティー対策を簡易に運用したい タブレット
16,000台

鍵
クレードル用鍵

自
動
暗
号
化
処
理

自
動
復
号
処
理

暗号化ハードウェア
＜暗号化回路＞

暗号鍵
アクセス不可領域

元データ 復号済みデータ

暗号化データ

暗号化HDD/SDD

500台

ノート
PC

3,000台

ノート
PC

1,500台

デスク
トップ

毎年富士通製PCを導入していますが、導入年度がわかるようにワンポイントカラーを年度別
にできませんか？（I県様）
接客を行う営業店で利用するノートPC（標準色：黒）を、明るい色に変えられませんか？（J行様）
オフィスで利用するデスクトップPC（標準色：グレー）を、汚れの目立ちにくい色にしたい。併せ
てキーボードやマウスの色も統一したいです。（K社様）

製造業
F 社様

自治体
G 市様
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製造業
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また、タブレットを持ち出す時にセキュリティワイヤーの解錠が煩わしいです。

セキュリティー対策を簡易に運用したい タブレット
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毎年富士通製PCを導入していますが、導入年度がわかるようにワンポイントカラーを年度別
にできませんか？（I県様）
接客を行う営業店で利用するノートPC（標準色：黒）を、明るい色に変えられませんか？（J行様）
オフィスで利用するデスクトップPC（標準色：グレー）を、汚れの目立ちにくい色にしたい。併せ
てキーボードやマウスの色も統一したいです。（K社様）
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お客様のご要望に合わせたPC・タブレットにカスタマイズ。
富士通ならではのオンリーワン端末を実現。

PC・タブレット オーダーメイドサービス

2015.10

ハード、ソフトの両面で日々進化していくIT環境。自社の業務に最大限に活かして効率化を図るには、

導入前のPCやタブレットのカスタマイズがマストになっています。富士通のカスタムメイドプラス

サービスでは、PC導入時にお客様が行っていた様々なキッティングを富士通の自社工場で代行。さら

にセキュリティや管理、メンテナンス、イメージアップまでサポートするサービスを揃えています。

カスタムメイドプラスサービス紹介
PC導入にかかわる手間やお悩みに応え、最適な環境をお作りします

■このカタログは、2015年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。

このカタログには、植物油インキを使用しています。

お問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
　富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

【購入相談窓口】 0120-959-242（受付時間： 9時～19時）

たとえば美容院やレストラン、アパレルや雑貨などの店頭でPCを使う際、お客様が起動画面

を目にする機会もあります。そんなときPC画面にご希望のロゴやデザインに変更することで、

ブランドイメージをPRすることができます。

BIOSブートロゴ設定

ノートPC納入の際は、コンパクト化したオリジナルの梱包箱を使用。配送するトラック台数を

削減するとともに、開梱までの保管スペースの省力化を図ります。さらに開梱後の梱包部材は

回収しますので、ダンボール箱、緩衝材の廃棄の必要がなく、CO2削減にも貢献します。

リターナブル集合梱包(ノートPC)600円～/台

PCをもっと素敵に。 ブランドアピールや社員のモチベーションアップに

売り場や接客用のPC本体におすすめなのが、社名や企業ロゴ、指定の文字を印刷することが

できるロゴ印刷サービス。お客様の目につくことで、ブランドをアピールし、宣伝効果が期待

できます。

ロゴ印刷 2,200円～/台

1,200円/台

無駄をなくす。 不要品処分の手間やコストを削減

PC購入の際に付いてくるマニュアルや各種ソフト類、保証書などは管理や破棄するだけでも

一苦労です。カスタムメイドプラスでは、不要な添付品を出荷時に抜き取り、抜き取ったもの

はご要望に合わせて富士通の工場で処分します。また、指定の納品物を個別の梱包に追加す

ることもできるので、要るものと要らないものを出荷時に仕分けてお届けします。

添付品カスタマイズ 1,000円/台

セキュリティを強く、管理を楽に。PC導入時の負担を軽減 継続的な運用・管理のためにPCの導入をもっと簡単に。

コンピュータ名やIPアドレスなどのネットワーク、プリンタ、メールの各種設定と、Microsoft 

Officeの認証作業、Active Directoryの参加設定※を１台ずつ責任もって遂行。新規PC導入後か

ら稼働までのロスをカットし、導入後の効率化を高めます。また、お客様だけの「個別設定」の

相談も受け付けています。　　　　　　　　   ※ユーザーネットワークの敷設等条件による。

個別設定

お客様の業務によって、あらかじめ専用マスタに組み込めないソフトウェアも、マスタ展開し

てから１台ずつインストール。指定ソフトウェアを希望台数分のPCにだけインストールした

いというニーズにも細かく対応します。開発するマスタ数が必要最低限で済むので、開発費用

の節約にもつながります。

ソフトインストール 4,500円/台

PCカードや拡張スロットなど、各種I/Oモジュールを最初からPCに組み込むことができます。

MADE IN JAPAN の量産工場で作業を行うので信頼性は抜群。無用なトラブルを回避できま

す。他社製品の組み込みもOK。さらに組み込んだI/O機器のドライバーやユーティリティの設

定も行っています。

I/O組み込み 1,600円/台

各種アプリケーションをCドライブにインストールする際、その稼働性を最大限にすることは

今や必須。カスタムメイドプラスでは、あらかじめHDD区画変更を実施し、Cドライブの容量を

大きくした状態でオフィスにお届けします。導入後のデータ増大に備え、快適な作業環境と安

全性を確保します。

HDD区画変更 4,000円/台

マスタPCのHDDから展開用PCのHDDにコピーを行います。導入の際に、すでにインストール

してあれば、時間の効率化を図れるだけでなく、ライセンスやメディアの購入、FVLメディアを

使用したマスタ作成の必要もなくコスト面も安心。お客様からご提供いただいたマスタのイ

ンストールも行っています。

マスタインストール 4,800円/台

複数台・機種別にお客様自身がマスタ開発・作成を行うことは、手間や時間がかかり非効率的

です。カスタムメイドプラスでは、お客様の仕様に合わせたマスタを開発。別機種や新規機種

でも今までと同じ環境にしたいという要望にも対応します。また、開発済みのマスタ仕様をも

とに新しいマスタを開発することも可能です。

マスタ開発 1種類 120,000円～

万が一の故障に備え、マスタインストールの状態への復旧ほか、再インストールやHDD交換

にも利用できるバックアップディスクを作成。ブートOSや複写ツールのライセンス購入が不

要となるので、通常業務の安全性を確保できる上、コスト軽減にも繋がります。

バックアップディスク作成/複写 18,000円～

導入するPCに、資産管理番号やMACアドレス、従業員番号、バーコードなどの各種データを入

れた情報ラベルを作成し、貼付した状態でお届けします。管理システムや管理形態に合わせ

てラベルをカスタマイズすることはもちろん、お客様側で作成したラベルを貼付する作業の

みのオーダーも承ります。

ラベル作成/貼付け 各500円/台

カスタムメイドプラスでは、導入時にPCの個別情報をリスト化してお渡しできます。管理番

号、コンピュータ名、MACアドレスなど、装置個別の情報を集約して一元管理ができるので、保

安上のメリットのほか、サーバ登録などシステム面での運用や資産管理を効率よく行うこと

ができます。

情報リスト作成 500円/台

万が一の紛失や盗難などに備えて、１台ごとにPC機動時に特殊なボタン操作を設定※。このボ

タンは富士通独自の機能で、起動させるための組み合わせは約80万通りもあります。操作方

法を知らなければ、PCを機動することができませんので、セキュリティをさらに高めることが

できます。 　　　　　　　  ※セキュリティボタン搭載機種をお買い上げの場合に限ります。

セキュリティーボタン設定 800円/台

PC起動時の画面に社名や企業ロゴを入れた、オリジナルブートロゴを作成します。また、お好

みの印字方法で、ノートPCの天板やテスクトップPC本体の側面にロゴや社名を施すことがで

きます。PCがその企業の財産であることをアピールし、転売目的の盗難や持ち出し防止にも役

立ち、セキュリティ強化につながります。

BIOSブートロゴ設定/ロゴ印刷 600円～/台、2,200円～/台

BIOSやHDDパスワード設定、ブートプライオリティ変更、各種パスワード設定やウエークアツ

プLANの有効化、起動時パスワードの使用有無設定など、もっとも煩雑な設定をお手伝いし、

すべて完了させた状態でお渡しします。情報漏えいの防止はもちろん、エンドユーザーによる

勝手な設定変更も防ぐことができます。

BIOS設定 800円～/台

1,500円～/台
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