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My Cisco とは何ですか? 
 
My Cisco は、複数の Cisco® ビジネス アプ

リケーションを一箇所に統合し、それぞ

れへ即座にアクセスできる総合 Web エク

スペリエンスを提供します。使用頻度や

固有のニーズにお応えし、ビジネス情報

の表示内容もカスタマイズできる仕組み

になっています。My Cisco は、[モジュー

ルの追加] ページ、個人の用途に合わせて

カスタマイズできるワークスペース、

Cisco.com の利用中にいつでもアクセス可

能なメニューを備えています。 
 

 
 
My Cisco ワークスペースの使用目的は? 
シスコ チャネル パートナーへのサポート

およびビジネス推進に必要なツール、情

報、文書および担当者に関するさまざま

な情報が用意されております。すべて一

箇所にまとめられている上、安全性も高

く、皆様のニーズにあわせて、カスタマ

イズできる情報の場としてご活用くださ

い。ユーザは、関連コンテンツにアクセ

スし、ビジネス支援や業務の能率向上の

ために欠かせない情報等を入手できます。

My Cisco ワークスペース では情報検索に

かかる時間を大幅に減少できるため、そ

の分、ビジネスの開発や推進に集中して

取り組むことができます。  
 
パートナーは、My Cisco ワークスペースで

次のことを実現できます。  
• ダッシュボード表示によるビジネス生

産性の向上 
• シスコとの関係を深め、シスコの価値

を高める、優れたカスタマイズ性と使

いやすさを追求したユーザ エクスペリ

エンス  
• 頻繁に使用するビジネス情報を集め、

把握する情報管理力  
• 各種バックエンド アプリケーションへ

のログイン回数の削減  
• プリセールス サイクル時間の短縮  
• サマリー レポートの印刷およびエクス

ポート 
 
My Cisco ワークスペースにアクセス可能

なユーザは?  
My Cisco ワークスペース は、世界中のパ

ートナー、お客様、およびゲストの方々

にお使いいただけます。アクセス権はユ

ーザのシスコ ログイン ID に基づいており、

同様にモジュールのデータ表示にも制限

が適用され、各ユーザの職種に関連した

データのみが表示されます。My Cisco を起

動するには、www.cisco.com/go/mycisco に
アクセスしてください。  

 
 
 
My Cisco で使用できるモジュールは?  

My Cisco の各モジュールに表示されるデー

タは、ユーザが頻繁に使用する基本のシ

スコのプログラムやツールから取得され

ていますので、表示データの値には、一

貫性があり、安心してご利用いただけま

す。  
 
現在、24 以上のモジュールが提供されて

います。次チャネル パートナーにとって、

特に役立つ人気のモジュール 5 つを次に

簡単に紹介します。 
 
• デバイス：関連するすべてのデバイス

を一箇所で把握できる便利なモジュー

ルで、セキュリティに関する推奨事項、

対処方法、通知、Field Notice、ドキュ

メント、既存の不具合、コマンド リフ

ァレンスなど、デバイス固有の統合的

なサポート情報にアクセスできます。 
 

• サーティフィケーション & スペシャラ

イゼーション：会社の資格、認定技術、

認定比較ツール、アラートを表示しま

す。 
 
• Cisco サポート コミュニティ

（NetPro）：フィードを購読して、サ

ポートに関する最新のディスカッショ

ンを確認できます。編集機能を使用し

て、フィードをコミュニティおよびサ

ブコミュニティ別にカスタマイズでき

ます。追加オプション（お知らせ、ブ

ログ、ディスカッション スレッド、投

票、統計など）も用意されています。 
 
• トレーニング：ユーザの受講実績やス

テータス、および Partner Education 
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Connection（PEC）の各種コース説明へ

のリンクを表示します。   
 
• サービス リクエスト：パートナー会社

のサービス契約においてユーザが担当

しているお客様の、Cisco Technical 
Assistance Center（TAC）サービス リク

エストの情報を表示します。 
 
常に新しいモジュールが、My Cisco チーム

によって開発されています。ご意見やご

提案がございましたら、My Cisco の [モジ

ュールの追加] ページでフィードバック ツ
ールを使用していただくか、こちらをク

リックしてください。  
 

 
 
ワークスペースをカスタマイズする方法

は? 
次の簡単な 3 つのステップでワークスペ

ースをカスタマイズできます。 
1. 有効な Cisco.com の ID を使用して、My 

Cisco にログインします。 
2. [モジュールの追加] ページでモジュー

ルを選択し、ワークスペースまたはメ

ニュー、あるいは両方に追加します。 

3. [ワークスペースの表示] をクリックし

ます。カスタマイズしたワークスペー

スを確認できます。 
 
注：My Cisco は、Internet Explorer 8 および 
Firefox 3 以降のブラウザに最適化されてい

ます。ご使用中に不都合が生じないよう

に、ブラウザのバージョンを確認し、必

要な場合はブラウザを更新してください。 
 
職務に基づくモジュールの選択方法 
新規ユーザがご自分の職務や職種に役立

つモジュールを選択できるように、[モジ

ュールの追加] ページには、5 つの職務カ

テゴリ別に各カテゴリのおすすめモジュ

ールが表示されます。 
 
• 管理 / 業務 
• 購買 / 調達 
• 営業 / マーケティング 
• 技術者 / エンジニア / 設計者 
• 管理職 
 
パートナーの方向けには、[おすすめのモ

ジュール] 用フィルタと、ワークスペース

に追加済みのモジュールをユーザが表示

できる [マイ モジュール] リストも用意し

ています。 
 
ワークスペースのレイアウトのカスタマ

イズ 
ワークスペースのレイアウトを変更する

には、[レイアウトの変更] ボタンにカーソ

ルを置き、[1 列（100%）] または [2 列
（50%）] を選択します。 
 

選択したレイアウトは記憶され、My Cisco 
にログインするたびにそのレイアウトで

表示されます。レイアウトは何度でも変

更可能です。 
 
列表示のカスタマイズ 
[オプション] リンクを使用して、データの

表示をカスタマイズできます。列を非表

示にしたり、並べ替えたりすることがで

きます。この機能は、次のモジュールと

タブで使用できます。 
 
• サーティフィケーション & スペシャラ

イゼーション 
• 案件 & 見積書 
• ディスカウント & リベート 
• プログラム登録 
 

 
 
My Cisco メニュー 
My Cisco メニューは、Cisco.com の上部の

ナビゲーション バーに表示され、

Cisco.com の利用中にアクセスできます。

また、このメニューを使用してログイン

し、ワークスペースのカスタマイズ、ワ

ークスペースまたはメニューへのモジュ

ールの追加、ワークスペースへの直接移

動を行うことができます。メニューは、

英語、中国語、フランス語（カナダ）で
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利用でき、他の言語にもまもなく対応す

る予定です。 
 
言語  
My Cisco は 17 の言語で利用できます。[モ
ジュールの追加] ページまたはワークスペ

ースで言語を選択できます。   
 
My Cisco パートナー向けリソース  
My Cisco パートナー ページ：  
www.cisco.com/go/mycisco-partner 
 
My Cisco リソース/ヘルプ/FAQ： 
www.cisco.com/web/help/mycisco.html 
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