
 

 

 

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. 1 / 6 

データシート 

シスコ ラーニング クレジット 
購入後の利用方法 

 

1. プログラムの説明 
シスコラーニングクレジットは、シスコ技術者認定試験、認定トレーニング、シスコオンライン
ストアコンテンツ購入、イベント登録などに利用可能なプリペイド式のシステムです。 

このプログラムを通じて、エンドカスタマーは次のことが出来ます。 
 

• トレーニング要件の特定 
• トレーニングプランの策定 
• シスコ技術者認定試験受験料の準備 
• イベント Cisco Live 登録料 

ネットワークソリューション用のハードウェアやソフトウェア、そのほかのサービス購入と同時
にラーニング関連も購入可能です。 
 

2. エンドカスタマーのメリット 
 

完全なネットワーク ソリューション 
ネットワークへの投資の最適化を図り、ITスタッフの育成が促進されます。 

• ネットワーク製品およびサービス購入時に、担当するエンジニアに必要なトレーニングや認
定資格の準備が可能 （単体での購入も可能） 

 

シスコ認定ラーニング パートナーを選ぶ理由 
 シスコ認定のインストラクターによる最新トレーニング 
 シスコ技術者認定試験対策として役立つバーチャルシュミレーションラボ 
 コースのカスタマイズ 
 

管理の効率化 

 個別に関連トレーニング、シスコ技術者認定 受験料や、自習教材費用の割り当てが不要とな
り、教育関連費用の一元管理が可能 

 LCMT でのトレーニング受講履歴確認が可能となり、必要に応じて柔軟にトレーニングを利
用可能 
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3. 定義 
 

シスコ ラーニング クレジット 
シスコ ラーニング クレジットはシスコ チャネルパートナーが提供し、その価格はシスコ グロー
バル価格表に記載されています。クレジットは、ハードウェア、ソフトウェアまたはサービスと
共に、契約または単独アイテムとして購入できます。 

・ クレジットはシスコ認定ラーニング パートナーまたはシスコ ラーニング ソリューション パ
ートナーが実施するトレーニングの費用として使用できます。クレジットの有効期限は、有
効日から起算して 1 年間です。 

 

・ すべてのシスコのコース（集合研修、E ラーニング、およびシスコ認定ラーニング パートナ
ーやシスコ ラーニング ソリューション パートナーが提供するカスタム コース）費用の支払
いにご利用いただけます。 

 
価格 
エンドカスタマーがシスコ認定ラーニング パートナーが実施するトレーニングに支払う費用です。
価格および対応するシスコ ラーニング クレジットの数は、エンドカスタマーとシスコ認定ラーニ
ングパートナーとの間で交渉するものとします。 
 

有効日 
有効日とは、シスコ ラーニング クレジットが Learning Credits Management Tool に登録され、ラ
ーニング クレジット サポートにより支払いに使用できるようになった日を指します。通常、シス
コへのご注文を計上した日から 4 ～ 5 日後が有効日となります。 
 

4. 必要なプログラムの特定 
現在、以下のご利用が可能です。 
 シスコ技術者認定：  

learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-29990  
www.cisco.com/web/JP/learning/clc/docs/exam-voucher-program.pdf 
 

 認定トレーニング もしくは Cisco Live 登録： 
www.cisco.com/web/JP/learning/clc/docs/08CS1523-HowtoRedeem.pdf 
 

 シスコラーニングネットワーク オンラインストア： 
learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-29991 

 

5. クレジットの購入数の決定 
受講するトレーニングの購入に必要なシスコ ラーニング クレジット数は、該当トレーニング合計
価格を $100 で割った値となります。 
 

https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-29990
http://www.cisco.com/web/JP/learning/clc/docs/exam-voucher-program.pdf
http://www.cisco.com/web/JP/learning/clc/docs/08CS1523-HowtoRedeem.pdf
https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-29991


 

 

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. 3 / 6 

6. シスコ ラーニング クレジットの購入 
ラーニング クレジットのご注文方法は、ハードウェアやソフトウェア、および他のサービスのご
注文方法と同様です。 

 シスコやシスコの 1-Tier パートナーまたはディストリビュータとお取引のないエンド カスタ
マーは、www.cisco.com/go/ordering/ [英語] で顧客プロファイルを作成する必要があります。 

 プロファイルが承認され、処理されると、シスコ カスタマー オンライン ID（CCO）が割り
当てられ、ご利用いただけるさまざまな注文ツールについてのアドバイスが受けられます。 

 ラーニング クレジット 1 単位は、シスコ認定ラーニング パートナーが提供する 100 ドル分
のトレーニング費用に相当します。 

・ クレジットは、1、10、100、500、1500 のパック単位で販売されます。 
 

Part Number (型番) クレジット数 価格 
TRN-CLC-000 10  1,000 ドル 
TRN-CLC-001 100  10,000 ドル 
TRN-CLC-002 500  50,000 ドル 
TRN-CLC-003 1500  150,000 ドル 
TRN-CLC-004 1  100 ドル 

 

・ クレジットは単独で購入することも、ハードウェア、ソフトウェア、サービスなどの他の注
文に含めることもできます。 

・ クレジットの有効期間は、発効日（Learning Credits Management Tool に登録され、使用可
能になった日）から起算して 1 年間（365 日）です。 

7. シスコ ラーニング クレジットの利用 
クレジット購入ごとに、シスコのセールスオーダー（SO）が割り当てられます。シスコラーニン
グクレジットを利用する際に、この番号をLCMT（Learning Credits Management Tool）に登録す
る必要があります。 
 

・ 購入したセールスオーダーがわからない場合は、チームキャプテンもしくはシスコのアカウン
トマネージャに問い合わせて番号を入手して下さい。 

・ トレーニング費用がシスコ ラーニング クレジット利用可能枚数を超えている場合、エンドカ
スタマーは残額を支払う義務があります。分割払いとなった額については、ラーニング パー
トナーに直接支払うこととします。 

・ 複数のセールス オーダー番号を使用することもできます。 
・ クレジット 1 単位は額面 100 ドル分のトレーニング費用に相当します。 
・ シスコでは、トレーニング コースの推奨リセール価格の設定や公開は行っていません。トレ

ーニング製品やサービスの費用を決定するには、シスコ認定ラーニング パートナーに直接ご
相談ください。 

- ラーニング クレジットは、有効期限が切れる前に使用しないと、使用できなくなります。 
・ シスコ認定ラーニング パートナーは、クレジットが利用可能かどうか Learning Credits 

Management Tool を介して確認し、その後エンドカスタマーのアカウントから決済します。 

http://www.cisco.com/go/ordering/
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- クレジットの決済時には、エンドカスタマーのチーム キャプテンはラーニング パートナ
ーからトレーニングの登録完了通知を受領します。 

- エンドカスタマーのチーム キャプテンは、 Learning Credits Management Tool から 
クレジット残高変更通知の電子メールも受信します。 

・ クレジットの有効期限は、Learning Credits Management Tool 上のアクティベーション完了日
から起算して 1 年間に設定しています。有効期限が切れると、利用できなくなります。 

・ クレジットは、シスコ認定ラーニング パートナーによって提供されるすべてのシスコ認定ト
レーニングの受講費として利用できます。トレーニングは、集合研修、E ラーニング、ラボ、
シミュレーション、カスタマイズされたトレーニング プログラムなど、さまざまな形態で提
供されています。 

- シスコ認定ラーニング パートナーの一覧を参照するには、www.cisco.com/jp/go/clp 
にアクセスしてください。 

- クレジットはシスコに関連のないトレーニング、現金、またはシスコの他の製品やサー
ビスの購入の支払いには利用できません。 

- Microsoft、Oracle、シスコなど、複数のベンダーのトレーニングを組み合わせて提供す
る場合、シスコ ラーニング クレジットによる支払いを適用するには、全体に占めるシス
コの割合が 85 % 以上でなければなりません。 

- エンドカスタマーは、クレジットの管理に関する一切の責任を負うこととなります。 
・ トレーニング コース費用の支払いにシスコ ラーニング クレジットを利用する場合は、クレジ

ットの有効期限が切れる前に、コースが開始されている必要があります。 
- シスコ ラーニング クレジットを購入しても、クラスの予約が保証される訳ではありませ

ん。受講を検討している場合は、クラスに登録する前に、またはトレーニング用の教材
を購入する前に、担当のラーニング パートナーがシスコ ラーニング クレジットを受け入
れていることを確認してください。 

- ラーニング パートナーがクラスの開催をキャンセルした場合、決済されたクレジットは
返金されます。受講者の都合によるキャンセルは、関与する特定のラーニング パートナ
ーの返金/キャンセル規定の対象となります。クレジットの有効期限は変更ありません。 

- 他の受講者に代理で出席してもらいたい場合は、そのエンドカスタマーがラーニング パ
ートナーに通知する必要があります。ラーニング  パートナーは  Learning Credits 
Management Tool で受講者情報を更新します。 

- エンド カスタマーがラーニング クレジットの請求に異議を唱える場合、異議の申し立て
はそのクレジットをアカウントから決済したラーニング パートナーに対して行うものと
します。 

- 受講者は、指定したクレジットの期限後に開始されるクラスには移動できません。 
・ 請求書の支払いを怠った場合、またはアカウントが手続き停止状態（シスコの判断による）に

なった場合、シスコ ラーニング クレジットのアカウントは無効となり、残ったレジットは利
用できなくなります。 
- 手続き停止処分が解除されると、シスコ ラーニング クレジットのアカウントは再度有効

になり、クレジットを利用できるようになります。 
- 当初のクレジットの有効期限は変わりません。 

 

http://www.cisco.com/go/class_locator
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8. シスコ ラーニング クレジットの管理 
クレジットは、Learning Credits Management Tool (LCMT)というオンライン データベースに登録
されます。クレジットは、エンドカスタマーの企業名義で登録されます。Learning Credits 
Management Tool へのアクセス権は、LCMT内で特定のユーザーの役割を果たしている企業に付与
されます。アクセス権を得るためには、CCO ユーザー名とパスワードが必要です。 
 

・ アクセス権を付与する際は、LCMT 上のアカウントには CCO ユーザー名のみが登録されます。 
 

- シスコ コネクション オンライン（CCO）へのアクセス権の保持は、エンドカスタマー各
自の責任となります。 

・ シスコ アカウント マネージャーは、エンドカスタマーの社内にチーム キャプテンを 1 人任命
します。 
 

・ チーム キャプテンは、その会社のクレジットを管理することが認められた人物です。 
 

・ チーム キャプテンは Cisco Learning Credits Management Tool を管理し、月次明細を受領し、
トランザクションの発生ごとに通知を受けます。 
 

・ チーム キャプテンは LCMT の管理を承認した人材を加えてチーム プレイヤーとして指名しま
す。チーム キャプテンはチーム プレイヤーが月次明細や各種通知を受領するかどうか決定し
ます。 
 

・ トランザクション通知や月次明細の送付には、エンドカスタマーの連絡先情報を使用します。
正確な連絡先情報を維持することは、エンドカスタマー各自の責任となります。 
 

・ シスコ認定ラーニング  パートナーは、クレジットを決済するために  Learning Credits 
Management Tool にアクセスできます。 

- ラーニング パートナーは、エンドカスタマーのクレジット残高を見ることはできません。 
 

- ラーニング パートナーがアクセスできるのは、自社のエンドカスタマーのクレジット決済に限りま
す。 

 

9. カスタマー サポート 
詳細情報： 
シスコラーニングクレジット：www.cisco.com/web/JP/learning/clc/index.html 
シスコ技術者認定：www.cisco.com/jp/go/certification 
認定トレーニング：www.cisco.com/web/JP/event/tra_ccc/ccc/training_over/index.html 
認定トレーニングコーススケジュール：
www.cisco.com/web/JP/event/tra_ccc/ccc/certprog/lan/programs/tra_schedule.html 
シスコラーニングネットワーク：learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp 
シスコラーニングサービス （英語）：www.cisco.com/go/ase 
 
詳細お問合せ先： 
オンラインサポート日本語・英語対応：ciscocert.force.com/japan/ 
シスコ ラーニング クレジットチーム （英語対応）：clc_case_support@external.cisco.com 

http://www.cisco.com/web/JP/learning/clc/index.html
http://www.cisco.com/jp/go/certification
http://www.cisco.com/web/JP/event/tra_ccc/ccc/training_over/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/event/tra_ccc/ccc/certprog/lan/programs/tra_schedule.html
http://learningnetwork.cisco.com/community/connections/jp
http://www.cisco.com/go/ase
http://ciscocert.force.com/japan/
mailto:clc_case_support@external.cisco.com
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10. シスコの同意事項： 
・ シスコ ラーニング クレジット プログラムを管理します。 
 

・ Learning Credits Management Tool を維持管理します。 
 

・ シスコ認定ラーニング パートナー プログラムを管理します。 
 

・ シスコ  ラーニング  クレジットの販売に向けて、シスコの営業社員、1-Tier パート 
ナーおよびディストリビュータ営業チームへのトレーニングと支援を行います。 

 

・ エンドカスタマーに必要な、適切なトレーニング コースの特定をお手伝いします。シスコシ
ステムズはこれらのガイドラインを定期的に見直す権利を留保します。シスコシステムズは、
このガイドラインになんらかの変更があった場合、合理的な事業努力により、事前に通告する
ことに同意します。 

シスコシステムズはシスコ ラーニング クレジット プログラムのすべて、または一部を管理する第
三者をその代理人として保有する資格を有するものとします。シスコ ラーニング クレジット プロ
グラムに協賛した企業は、プログラムの遂行に必要な企業情報をシスコシステムズが第三者に供与
する権利を付与します。 
 

最新のプログラム ガイドラインの把握とは、協賛企業各社の責任となります。 
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