
Cisco SaaS Annuity
取り扱い要件取得手順
月額課金、自動更新、追加利用請求のお取扱いについて
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Cisco ならびに Cisco Webex の名称およびロゴは、米国 Cisco Systems, Inc. および各国における同社法人の登録商標です。
本資料はダイワボウ情報システム株式会社の製作によるものです。内容については精査の上製作しておりますが、シスコシステムズ社の公
式発表、および見解とは異なる場合があります。また、掲載の内容は2019年5月現在の当社確認事項に基づいております。最新の情
報につきましては、シスコシステムズ社Webページ等をご確認下さい。



【販売店様向け資料】 登録の流れ
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■次ページ記載の条件に応じて必要な手順をご準備下さい。
■ステップバイステップのオリジナル手順書をご用意しています。



【販売店様向け資料】 Webex のお取り扱いについて
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【Step1】 Webexのご販売にはレジ登録とPPE申込が必要です
• 契約期間は12か月単位（年額契約）のみ。
• 型番によってはお取り扱い頂けない場合があります。
• 翌年更新を40日前までにご発注頂く必要があります（OR 解約処理）

【Step2】 Collaboration SaaS Authorization（シスコ要件）
• パートナー限定の特価適用が可能になります。
• 登録販売店向け無償利用特典（250ユーザー3年無料）が利用できます

【Step3】 DIS SaaS パートナーでは自動更新、月額対応も可能に
• 自動更新が適用可能になります。
• 月額請求のお取り扱いが可能になります。

【Step4】 DIS Webex フルスペックパートナー（仮称）
• 超過請求のお取り扱いが可能になります。
• 複雑な構成での型番取扱も可能となります。
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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

• 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）。また、ガイドブックもございますのでご用命ください。

http://www.idaten.ne.jp/portal/page/in/mss/cisco/partner/register.html
• 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。）

【Step1】 Cisco SaaS Partner 登録の流れ①

Ciscoにしとこ
弊社韋駄天コンテンツ

DISオリジナル
登録手順ガイドブック

http://www.idaten.ne.jp/portal/page/in/mss/cisco/partner/register.html


• シスコサイト上のパートナー様専用ページにて下記の
プログラム申し込みを実施いただきます。

PPE: Cloud Service Subscription Resale
Cisco SaaS製品（Annuity）全般の取り扱い規約となります。

※本手続きを実施いただくことにより、Webex だけではなく、
Umbrella、CloudLock 等の SaaS ライセンス製品も取り扱い可となります。
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【Step1】 Cisco SaaS Partner 登録の流れ②
作業内容 言語 所要時間

Webでの登録 日本語 約15分
※以下の手順書では、デフォルト表示に準じ、英語画面の表記にて

手順をご説明しています。



http://www.cisco.com/go/pss ① 左記URLにアクセスし
「PSSツール(Partner Self Service)」を開きます（下図）

※参考
現在アクセスいただいている Cisco.com ID でそれぞれのツールに管理者権限をお持ちいただいている必要があります。
万一「User」等の限定権限しかない場合は、管理者権限をお持ちの ID で作業を実施いただく必要がありますのでご注意下さい。

②「Access Management」をクリック

③「Program Management & Application」と
「Invitation Programs Application」 が
「Administrator」となっていることをご確認下さい。

【Step1】 登録の流れ② PPEプログラムエンロール

http://cs.co/sparkcertification
http://www.cisco.com/go/pss


http://www.cisco.com/go/ppe ① 左記URLにアクセスし
「PPE(PARTNER PROGRAM ENROLLMENT)」を開きます（下図）

④「Eligible Programs」をクリック

⑤「Cloud Service Subscription Resale」 の「Enroll」をクリック

【Step1】 登録の流れ② PPEプログラムエンロール

http://cs.co/sparkcertification
http://www.cisco.com/go/ppe


⑥担当者情報を入力します。
※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）

【Step1】 登録の流れ② PPEプログラムエンロール



⑦規約内容が表示されますので、
内容の確認、印刷・保存等を行っていただき、
左下のチェックボックスを入れ
「Continue」をクリックします

⑧「Submit Request」でPPEの提出は完了です。
続いて「PMA」の提出を行います。

【Step1】 登録の流れ② PPEプログラムエンロール

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
SaaS Subscription Resale Program（Simple Resale）参考規約 ※DISイントラ掲載�http://www2.hansui.pc-daiwabo.co.jp/hansui/SECTION/CISCO/kiji_151/spark/DL/SaaS%20Program%20Terms%20and%20Conditions%20February%2014%202018.pdf



1. ブラウザで下記のURLを入力して、SaaS Subscription Resale Wizardへアクセス

http://saaspewizard.cloudapps.cisco.com/

2. 「Change Language」をクリック

【Step1】 登録の流れ②（参考）PPEツール表示の日本語化



3. 「Japanese - 日本語」をクリック

【Step1】 登録の流れ②（参考）PPEツール表示の日本語化



5. 日本語で表示されます

【Step1】 登録の流れ②（参考）PPEツール表示の日本語化
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【Step1】 の登録作業は以上で終了となります。
• 以上のお手続きで、【Step1】のWebexご販売が可能となります。
• 次ページ以降では引き続き、【Step2】以上で必要な手続きについてご説明を続けさせていただきます。



【販売店様向け資料】 Webex のお取り扱いについて
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【Step1】 Webexのご販売にはレジ登録とPPE申込が必要です
• 契約期間は12か月単位（年額契約）のみ。
• 型番によってはお取り扱い頂けない場合があります。
• 翌年更新を40日前までにご発注頂く必要があります（OR 解約処理）

【Step2】 Collaboration SaaS Authorization（シスコ要件）
• パートナー限定の特価適用が可能になります。
• 登録販売店向け無償利用特典（250ユーザー3年無料）が利用できます

【Step3】 DIS SaaS パートナーでは自動更新、月額対応も可能に
• 自動更新が適用可能になります。
• 月額請求のお取り扱いが可能になります。

【Step4】 DIS Webex フルスペックパートナー（仮称）
• 超過請求のお取り扱いが可能になります。
• 複雑な構成での型番取扱も可能となります。
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【Step2】 Collabo SaaS Auth 登録の流れ③
作業内容 言語 所要時間

Webでの登録 日本語 約15分
※以下の手順書では、デフォルト表示に準じ、英語画面の表記にて

手順をご説明しています。

• シスコサイト上のパートナー様専用ページにて下記2点の
プログラム申し込みを実施いただきます。
※下記2つの両方とも完了する必要がありますのでご注意下さい！

1. PPE: Cloud Service Subscription Resale
Cisco SaaS製品（Annuity）全般の取り扱い規約となります。

2. PMA: Collaboration Saas Authorization
Webex の取り扱い規約となります（次ページで説明）

Step1説明済
※こちらも必要です



① 左記URLにアクセスし
「PMA（Program Management & Application）ツール」を開きます

②「プログラムの申請」をクリック

【Step2】 登録の流れ③ PMAツールエンロール
http://cisco.com/go/pma

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
PMAツール（IEの場合テキストでアドレス入力しないとうまく接続できないようです）https://ibpm.cisco.com/cpp/apps/login



③ プログラム名「Invitation Program」に含まれる
「Collaboration SaaS Authorization」をクリック

【Step2】 登録の流れ③ PMAツールエンロール



⑤担当者情報を入力します。

④チェックを入れます。

⑥チェックを入れます。

【Step2】 登録の流れ③ PMAツールエンロール



⑦「Submit」をクリックします。

【Step2】 登録の流れ③ PMAツールエンロール



⑥「OK」をクリックして完了です。

【Step2】 登録の流れ③ PMAツールエンロール



• トレーニング動画は下記にて参照可能です（英語のみの提供）
• https://salesconnect.cisco.com/open.html?l=SC_LMS_288

• PearsonVue での資格試験合格を頂きます。
• シスコのパートナー要件として、下記の専任担当者の方による資格取得が必要です

• アカウントマネージャ（営業などの担当者様）およびセールスエンジニア各1名様（計2名）
• 上記2名様での取得が必要です。兼任は頂くことができません。

• 試験料金は1回$80ドル（約9,000円）の有償となります（2名で$160ドル）
• https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-

certifications/exams/current-list/collaboration-csaas.html
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作業内容 言語 所要時間
Webでの試験合格（有償） 英語 約30分

【Step2】 登録の流れ④ 資格試験の合格

https://salesconnect.cisco.com/open.html?l=SC_LMS_288
https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/current-list/collaboration-csaas.html


• PearsonVue 申込手順
https://home.pearsonvue.com/cisco にアクセス
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【Step2】 登録の流れ④ 資格試験の合格

①「View exams」
をクリック

https://home.pearsonvue.com/cisco
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【Step2】 登録の流れ④ 資格試験の合格

②検索窓で試験「700-680」を検索
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【Step2】 登録の流れ④ 資格試験の合格

③申し込みを開始
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【Step2】（参考）PearsonVUE ID登録について

必ず CiscoID の
入力をお願いします。

• PearsonVue でシスコシステムズ社の資格試験を始めて申し込みされる
場合、アカウント登録時に「Cisco ID」の紐付が必須となります。
有資格者情報の紐付に必須となりますので必ずご確認下さい！！



• Collaboration SaaS Authorization 要件を取得
いただいた販売店様向けの特典です
（ユーザー様向けのご提供は不可となります。）

• 社内検証用にWebex250本分を含む3年無償の
ライセンスが提供されます

■お申込方法
専用の申請書に御記入の上、ご返信をお願いします。
※お手元に申請書がない場合は、弊社営業担当にお問合せ下さい。
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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

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



1. ブラウザで下記のURLを入力して、Cisco PPEツールへアクセス

3. 「有資格プログラム」をクリック

4. Cisco Unified Workspace for
Partners の「Enroll」をクリック

www.cisco.com/go/ppe

2. 「プログラムへの登録」をクリック

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



5. CUWP CLOUD ORDER QUALIFICATION
のボタンをクリック

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



6. 「関係者」のタブをクリック

7. 「自分のプロファイルを使用する」にチェックを入れる

8. 「保存」をクリック

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



9. 「追加情報」のタブをクリック

10. 「None」を入力
11. 「Yes」を入力
12. 従業員数を入力
13. CUWP申請ユーザ数（最大250）を入力

20. 担当者のメール
アドレスを入力

17. 「Yes]を選択

18. 「Other(explain)を選択
19. Ciscoパートナー資格レベルを選択

21. 下へスクロールして、「保存」をクリック

14. 「M3」を選択

15. 「First CUWP, Cloud
deployment」を選択16. 「No」を入力

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



追加情報はありますか？（特になければ「No」）
CUWP利用者は社員ですか？ ※1
社員数は何名ですか？
必要ユーザ数は250を超えますか？ ※2
M3、C3、両方のどちらですか?（「M3」を選択※3）
今回の購入はどういったタイプですか？
（「FirstCUWP」を選択して下さい。）
導入済み別メーカ製品との入れ替えですか？

Cisco担当者とCUWP手配に関し、
事前に何か相談をしていますか？ ※4

お持ちの資格をご記載ください

御社のパートナーレベルをご記載ください

責任者名とメールアドレスをご記載ください

大まかな意味

【よくあるご質問】
※1 : CUWPライセンスは販売店様社内向けとなりますので、基本的には「YES」でご回答いただければと存じ
ます。
※2：CUWPライセンスの最大発行本数は250ユーザーまでです。社員数が250名以上の場合、250ユー
ザーまで発行できます。250ユーザー以上の場合は相談してね、とありますが、相談してどうなるのか当社には情
報はございません。ご了承ください。
※3：「C3」のライセンスは現状、日本国内では発注・利用できません。
※4：特になければ「No」（その下の記入欄は空欄）で問題ありません。特別な対応等で事前に相談してい
る内容があれば記載下さい。

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



22. 「プログラム規約」のタブをクリック

23. 規約内容を確認後、「続行」をクリック

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



24. 「確認 & 送信」のタブをクリック

25. 「リクエストの送信」をクリック

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



26. リクエストが送信されたことを確認して「OK」をクリック

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



27. Cisco より CUWP の登録リクエスト受領のメールが届いたことを確認

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



28. 後日、Cisco より CUWP のリクエスト承認メールが届いたことを確認

【Step2】 特典 3年無償特典CUWP申込み



DIS販売店規約締結による
月額、自動更新、超過請求の対応について
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• シスコ社による自動更新：発注書なしで請求書が発行
• DIS販売店様向け対応は下記の内容で実施します（規約締結なし）

• 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

38

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

通常の翌年更新時のご注文手続きについて



【販売店様向け資料】 Webex のお取り扱いについて
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【Step1】 Webexのご販売にはレジ登録とPPE申込が必要です
• 契約期間は12か月単位（年額契約）のみ。
• 型番によってはお取り扱い頂けない場合があります。
• 翌年更新を40日前までにご発注頂く必要があります（OR 解約処理）

【Step2】 Collaboration SaaS Authorization（シスコ要件）
• パートナー限定の特価適用が可能になります。
• 登録販売店向け無償利用特典（250ユーザー3年無料）が利用できます

【Step3】 DIS SaaS パートナーでは自動更新、月額対応も可能に
• 自動更新が適用可能になります。
• 月額請求のお取り扱いが可能になります。

【Step4】 DIS Webex フルスペックパートナー（仮称）
• 超過請求のお取り扱いが可能になります。
• 複雑な構成での型番取扱も可能となります。



• 年額、月額いずれも期間満了後は自動更新となります。
• 解約通知は更新日の40日前まで
• 契約更新後は12ヶ月の年額払いもしくは月額払いの継続
• 更新翌月に請求書が発行されます

40

終了日40日前60日前90日前

更新翌月請求書が発行される（注文書なし）

自動更新

解約を行う場合は40日前までに申請が必要

更新の注文書発行が不要になります！【要規約締結】

【要DIS規約締結】自動更新対応



■利用月ごとの支払
■契約は12ヶ月、途中解約は不可

■これまでのWebEx同様の年額払い
■月額より割安（SaaS Partnerのみ）

• 今までのライセンスとほぼ同様の手
順で販売可能

• 毎月請求書が発行される
• 毎月ユーザー様への請求が必要

41

月額販売年額販売

■期間中のユーザー数の追加が可能
年額・月額共通

4,300円 / 1ヶ月1ユーザー51,570円 / 1年1ユーザー
WebExより安い

1ユーザーから購入可

【要DIS規約締結】月額請求対応



• ユーザー様利用状況に応じて追加の請求が生じうる
• 初回購入ライセンスを最小の本数で行い、利用状況に応じて「使った
分だけ」の後払いが可能に

• 追加請求発生時の対応
• シスコからDISを通じ請求書を発行（事前締結規約に基づき注文不要）
• 販売店は上記の発注、支払の保留、停止はできません

42

契約開始 契約満了

利
用

量

【要DIS規約締結】超過請求対応



【Step3/4】事前締結覚書について

• 請求締日および支払いに関する事項

• 解約期限（期間終了日日前までに通知がなければ自動更新）
• 更新後の請求書の発行タイミング

• シスコ社より追加請求発生の通知がDISに入った場合
販売店様へ請求書を発行し、お支払いいただくこと（請求締日に関する扱い等）

• 販売店は上記の支払を留保、棄却することはできません

• 上記基本契約に準じる内容での申し込みであることを確認の上で個別のユーザー情報を提示

43

月額課金

自動更新

追加請求

エンドユーザー申請書

DIS販売店規約

SaaS Annuity 覚書



コラボレーションクラウドのライセンス
提供オファー & モデルの説明
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Webex構成の考え方
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Webex Roomシリーズ / Webex Boardシリーズ

会議主催者数
(会議を開催するユーザ)

Cisco Webexには、Webex Meetingsで会議を主催するためのユーザライセンスと
ビデオ会議端末を使用するためのクラウド接続ライセンスがございます。
(※Webex Teamsの基本的な機能は無償でご利用頂くことが可能です。）

Webex Meetings

利用端末数
(設置場所)

ユーザ
ライセンス

クラウド接続
ライセンス

ビデオ会議端末(※保守必須)

ユーザ
ライセンス

クラウド接続
ライセンス

ビデオ会議端末(※保守必須)



構成例
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構成例
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