
Cisco Umbrella セミナー
第3回 Umbrellaの販売⽅法
・ライセンス構成例
・SaaS Annuity 概要



Cisco Umbrella セミナー
• 6/27(⽕) 11:00〜11︓30

• 第1回 Umbrella概要と機能

• 7/11(⽕) 11:00〜11︓30
• 第2回 Umbrella 展開パターン

• 7/18(⽕) 11:00〜11︓30
• 第3回 Umbrellaの販売⽅法

• 7/25(⽕) 11:00〜11︓30
• 第4回 Umbrella設定概要
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⾱駄天サイトで資料・録画
セミナーを公開中



⾱駄天 Umbrella サイト
http://www.idaten.ne.jp/portal/page/in/cisco/umbrella/index.html/

⾱駄天サイトで資料・録画
セミナーを公開中



本⽇のアジェンダ（7/18 Umbrellaウェビナー第3回）

◆Cisco Umbrella 販売⽅法
1. Cisco Umbrella概要（前回までのおさらい）
2. 構成例と⾒積⾦額の概要
3. Cisco CCW ⾒積作成の⽅法
4. 「Cisco SaaS Annuity」について
5. 販売資格要件の取得⽅法について
6. 「⽿よりなお知らせ」と次回の予告

※ご質問は随時チャットやQ&Aにてメッセージをお送りください
※終了後のアンケートにご協⼒をお願い申し上げます。
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Cisco Umbrella 製品概要
前回までのおさらい
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IT環境の変化（Umbrella概要）
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社外社内クライアント型セキュリティ
アンチウイルス・アンチマルウェア

境界型セキュリティ
・ファイヤーウォール、UTM
・URLフィルタリング

社内インフラ

境界型セキュリティ → 介在しない通信は守れない
クライアントセキュリティが「唯⼀最後の砦」→重い、致命的

VPN

クラウド



IT環境の変化（Umbrella概要）
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社外社内

社内インフラ

クラウド
本セミナー第1回

Umbrella概要と機能

マルウェア・ランサムウェアを含む、多くの通信が利⽤する
「DNS」を保護することで悪意のある通信を遮断︕︕



Talos: 世界最⼤級のセキュリティリソース
全世界からの脅威情報を160 万以上のセキュリティ センサーからリアルタイムにリサーチ

TALOS特徴
• 先進的な脅威リサーチ グループ
• 専⾨アナリストが既知/未知の脅威を検知、分析
• 脆弱性トリアージ、マルウェア調査、インテリジェンス情報収集、リバース エンジニアリング ソフトウェ
ア開発などの専⾨性

• 24 時間 365 ⽇のグローバルにおけるセキュリティ解析体制



Talosを活⽤したセキュリティ ポートフォリオ

世界最⼤規模の ビッグデータ 分析

150万
マルウェア

サンプル収集

42億
Web サイト

ブロック

10億
レピュテーション

クエリ登録

930億
メール
解析

1万
Cisco AMP で
マルウェア発⾒

30万
マルウェア情報を

Cisco AMP へ送信

10万
イベント
検出 /1⽇

マルウェア解析 セキュアDNS

次世代FW / IPS

100G FW / AntiDDoS

メール セキュリティ

ウェブ セキュリティ

セキュリティポリシー

ネットワーク可視化

アンチ
マルウェア

リモート
アクセス



競合他社との脅威インテリジェンスの⽐較

Cisco Talos P社 C社 F社 B社
ユニークなマルウェアサンプル数 / ⽇ 150万 数万 数万 数万 50万

分析される電⼦メール数 / ⽇ 930億通
(約86％がスパム) なし 報告なし 600万

(SPAMシグネチャ) 報告なし

ブロックする脅威の合計数 / ⽇ 196億 報告なし︓数千 70万 報告なし 400万

ブロックする脅威の数 / 秒 250万 報告なし︓数百 報告なし 報告なし 46

分析処理されるURL数 / ⽇ 130億 数百万 数百万 数百万 120億
ブロックするWebリクエスト / ⽇ 43億 数百万 報告なし 3500万 5億

処理される脅威データ / ⽇,⽉ 120TB/D, 3.6PB/M 報告なし 報告なし 31TB/D, 
0.9PB/M 報告なし

貢献しているセンサー 1.5億(AC/AMP)
160万(IPS) 数千 数千 報告なし 7500万

クライアント上でのブロック / ⽇ 1万件(AMP)
30万の情報をプッシュ 報告なし 報告なし 報告なし 報告なし

本インテリジェンスを利⽤するコスト 無料
(製品に付属)

シートあたりに付
属

無料
(製品に付

属)
サブスクリプション 無料

(製品に付属)



構成例と⾒積⾦額の概要
展開パターン別の概算⾦額、ライセンス構成について
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Umbrella ライセンス体系①

インフラ単位での購⼊ ユーザー単位での購⼊
Umbrella DNS



インフラ単位での購⼊ ユーザー単位での購⼊

Umbrella ライセンス体系①

Umbrella DNS

製品 対象
1年 3年
定価 定価

円年額 円年額
Umbrella
ブランチ

4221 ¥31,980 ¥86,350

4321 ¥53,290 ¥47,970
4331 ¥73,290 ¥65,960
4351 ¥146,580 ¥131,910
4431 ¥199,880 ¥179,880
4451 ¥319,800 ¥287,820

Umbrella 
WLAN 5〜24 ¥41,570 ¥37,420

25〜49 ¥30,390 ¥27,350
50〜99 ¥23,990 ¥21,590

100〜499 ¥19,980 ¥17,990
500〜1,999 ¥18,390 ¥16,550

2,000〜4,999 ¥16,790 ¥15,120
5,000以上 ¥15,990 ¥14,400



インフラ単位での購⼊ ユーザー単位での購⼊

Umbrella ライセンス体系①

Umbrella DNS

製品 対象
1年 3年
定価 定価

円年額 円年額
Umbrella
Roaming

10〜99 ¥3,730 ¥10,050
100〜249 ¥3,320 ¥9,030
250〜499 ¥2,610 ¥7,020
500〜999 ¥2,200 ¥5,940

1,000〜2,499 ¥2,000 ¥5,430
Umbrella
Professional

10〜99 ¥6,520 ¥17,640
100〜249 ¥5,730 ¥15,480
250〜499 ¥4,660 ¥12,630
500〜999 ¥3,600 ¥9,720

1,000〜2,499 ¥3,320 ¥9,030
Umbrella
Insights

10〜99 ¥9,720 ¥26,310
100〜249 ¥8,270 ¥22,320
250〜499 ¥6,660 ¥17,970
500〜999 ¥6,270 ¥16,950

1,000〜2,499 ¥5,730 ¥15,480
Umbrella
Platform

500〜999 ¥10,670 ¥28,770
1,000〜2,499 ¥8,920 ¥24,150
2,500〜4,999 ¥7,600 ¥20,550
5,000〜9,999 ¥6,270 ¥16,950
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WLAN Branch Roaming Professional Insights Platform

ライセンスの買いかた AP台数 ISR台数 ユーザー ユーザー ユーザー ユーザー

適⽤範囲
社内ネットワーク

社外端末

ポリシー設定や
レポートの詳細さ

デバイス単位での設定・確認 (ネットのみ) (ネットのみ) (ホストのみ)

ユーザー単位での設定・確認

ポリシー適⽤
可能範囲

DNSレベル

IPアドレスレベル

プロキシ URL inspection

プロキシ AV/AMP inspection 

APIでの連携

セキュリティ驚異
「⾒える化」
対応

ログとレポート

AD連携によるユーザー単位

ログ管理（via S3）

Investigate

デバイス単位 ユーザー単位

本セミナー第2回
Umbrella概要と機能



⾒積〜ご注⽂の流れについて
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⾒積〜ご注⽂の流れ
• Umbrella ご注⽂の際には、CCW Deal 申請が必要です
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シスコ「Cloud Partner」要件 未取得

取得済み

取得方法をご案内下さい（必須）

Deal取得済？ 未取得

申請書にDeal ID を記入 申請書に Cisco.com ID

取得済

取得済 Deal IDでご注⽂ Deal IDを代理申請し
⾒積・受注を⾏います

DIS ⾒積〜受注の流れ

【1】販売店様で構成作成いただき Deal IDを取得済みの場合

Deal ID ※販売店様で構成作成済みの場合は「Deal ID」を記⼊下さい。

【2】シスコへの案件申請をDISに代理いただく場合（代理申請時）

Cisco.com ID ※代理申請ご依頼の場合のみ記⼊

構成ID ※構成作成については、DSASテクニカル窓⼝にご依頼ください。（型番指定がある場合は下記に

契約年数 ※1〜5年で選択できます

「UMB-」で始まる型番を記⼊ ※UMB-型番指定の場合左記に型番、本数を記⼊

※UMB-型番指定の場合左記に型番、本数を記⼊

※UMB-型番指定の場合左記に型番、本数を記⼊

test

数量を記⼊



CCWで Deal を作成頂く⼿順
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http://cisco.com/go/ccw

※必ず「案件＆⾒積書（Deals & Qutes）」の「案件の作成」からお願いします。
※「概算⾒積書」では⾒積、ご注⽂に必要な Deal ID が発⾏されません。



CCWで Deal を作成頂く⼿順
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CCWで Deal を作成頂く⼿順
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CCWで Deal を作成頂く⼿順
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CCWで Deal を作成頂く⼿順
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Cisco SaaS Annuity について
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【販売店様向け資料】 Cisco SaaS Annuity 概要
• Cisco の新しいクラウドサービス販売⽅式

• 新サービスが順次、Annuity での販売に追加されています
• Umbrella
• Spark（コラボレーションサービス）
• CMX Cloud（Wi-Fiロケーション分析サービス）...etc

• お取り扱いにあたり事前に必要要件があります。
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【販売店様向け資料】 Cisco SaaS Annuity 概要
• 年額払い、⽉額払いの2パターンが選択できる

• 契約期間は12か⽉単位
• ⽉額の場合も期間途中での解約や減数は不可
• 追加は「発注」と「ユーザー様による超過利⽤分請求」の2パターン

• 契約期間後は「⾃動更新」
• 解約は40⽇前までにシスコへの通知を⾏う必要がある

• ユーザー様の利⽤に応じて超過請求が⽣じうる
• 販売店様側での承認のフローが無い（利⽤されると請求）
• 超過請求分の請求はDIS・販売店を通じて⾏われる

• SaaSサービスが順次追加される予定です
• Cisco Spark、Umbrella 
• ライセンス納品後のプロビジョニング作業が不要（発注時にDistiで実施）
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Umbrella については、現時点では年額払いのみとなります。

Umbrella については、ご利⽤に応じた超過請求はありません。



更新対応（⾃動更新の解約について）
• シスコ社による⾃動更新︓発注書なしで請求書が発⾏
• DIS販売店向け対応は下記の内容で実施します

• 3〜2か⽉前に更新⾒積書提⽰
• 更新期限40⽇前までに受注
• 期限40⽇前で通知がなければ強制解約とさせて頂きます
（40⽇前が休⽇は翌営業⽇に解約）

• 解約の場合、サイト情報は削除されます
• さかのぼり再契約は不可、新規での⼿配が必要となります
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終了⽇40⽇前60⽇前90⽇前

ユーザー様⾒積提⽰ ご発注

更新のご注⽂がない場合
40⽇前の時点で当社からシスコに解約申請を開始DIS更新ご案内 最終ご案内

②40⽇前以降、更新での⼿続きは⾏えません

終了⽇をもって契約解除
ユーザー様の利⽤が停⽌

①猶予期間なし

終了案内

ユーザー様利⽤は
終了⽇まで継続
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Umbrella 販売資格要件について
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販売資格要件について

• SaaS Annuity の販売要件は、製品種別ごとに異なります。
• ここではUmbrella の販売に必要な「PPE」の登録⽅法をご説明します

29



1. Registered Partner への登録

• レジスターパートナーへの登録作業を実施します。
• DISではオリジナルの⼿順書をご⽤意しております。（⾱駄天に掲載）
• すでにパートナー登録、もしくはセレクト・プレミア以上の認定を取得済の販売店様は

本項⽬の作業は不要です。
※本登録を完了し、シスコ側の承認が完了するまで、これ以降の作業に進むことができません
（シスコ社側での登録、承認⼿続きのため、1週間ほどお時間がかかります。）
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作業内容 ⾔語 所要時間
Webでの登録 ⽇本語 約2時間

http://www.idaten.ne.jp/



（前⾴の続き）

SaaS Subscription Resale Program規約の締結
1. 上記URLにアクセスし

「PPE(PARTNER PROGRAM ENROLLMENT)」を開きます（図3）
2. 「有資格プログラム」の中を最後の⽅までスクロールし

「SaaS Subscription Resale Program」の「Enroll」
ボタンをクリック

3. トラック名「SIMPLE RESALE」の「選択」をクリック
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作業内容 ⾔語 所要時間
Webでの登録 ⽇本語 約15分

http://www.cisco.com/go/ppe

【図3】PPEツール

※アクセスのためには「1」のステップ完了が必要です



（前⾴の続き）

（前⾴の続き）
4. 担当者情報を⼊⼒し「保存して続⾏」（図4）

※こちらで登録された担当者が規約締結担当者としてシスコ社
で登録されます。（押印提出書類の担当者押印に該当）
※FireFox以外のブラウザではこのページの表⽰に不具合が出
る例があるようです。

5. 規約のを確認するページが表⽰されます ※英語のみ
内容確認し「同意」にチェックを⼊れ「続⾏」（図5）

6. 最後に「リクエストの送信」ボタンをクリックして完了です。
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作業内容 ⾔語 所要時間
Webでの登録 ⽇本語 約15分

【図4】SaaS Subscription Resale Program 登録画⾯

【図5】規約⽂書確認画⾯



14. リクエストが送信されたことを確認して「OK」をクリック

7. 送信完了の確認

• 以上で登録完了となります。
• Partner Locator（販売店様検索ツール）で Cloud Partner と
表⽰されると、準備完了です。http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/partner_locator.jsp



「⽿より」なおしらせ
DISオリジナルトライアル⽀援メニューのご提供について
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10社限定︕トライアルサポート
⾱駄天ページ、および DIS Start ポータルサイト上では、弊社独
⾃の⽇本語サポート付14⽇間トライアルを提供しています。

https://cisco-start.dis-info.jp/
販売店様⾃社内での検証、ユーザー様へのトライアルにご活⽤ください︕
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第4回⽬の予定内容
• Cisco Umbrella セミナー 第4回⽬の内容は
「Umbrella設定概要」になります。

• ポリシー設定の⼿順や、実際の動作例等を弊社内での検証
結果をまじえながら、ご説明いたします。

• 7/25(⽕) 11:00〜11:30
• 第4回 Umbrella設定概要


