
日 程 2016年11月15日(火) ～ 18日(金)  9:30 ～ 17:20

会 場 シスコ 東京本社 (東京ミッドタウン)

※WebExによるオンライン中継あり

主 催 シスコシステムズ合同会社

対 象 シスコ認定パートナーの営業、技術、マーケティング部門の方

お申し込み https://cisco.cvent.com/event/psu20161115_18

シスコ製品およびソリューションの理解と顧客提案にお役立て頂ける 23 のセッションをお届けします。

2016年 11 月 8 日 改定

https://cisco.cvent.com/event/psu20161115_18


Partner Solution Update (PSU) Week 2016 Nov プログラム概要

11月15日 （火） 11月16日 （水） 11月17日（木） 11月18日（金）

9:30 - 10:20

[MER-1]  Meraki が実現するクラウ
ドIT 概要から新製品のご紹介

［EN-1］Wave2 Outdoor AP、小規
模向けアクセスポイントなど秋の新
製品紹介

[DC-1] Cisco HyperFlexの最新情
報のご提供

[Sec-1] 最新の Identity Services 

Engine ご紹介

10:30 - 11:20

[MER-2]  How to Sell Meraki ［EN-2］ 無線LAN、知って得する秋
の情報アップデート

[DC-2] UCS、関連ソフト製品及び販
促最新情報

[Sec-2] Cisco Advanced Malware 

Protection

11:30 - 12:20

［EN-3］無線LAN セキュリティ事始
め

[DC-3] Cisco ACI 最新情報と管理
連携

[Sec-3] ASA および Firepower アッ
プデート

12:20 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:20

［EN-4］ DNAシリーズ -1 プロダクト
アップデート

[Col-1] お客様に響く提案を！ 新し
いコラボソリューション丸わかり

[IoT-1] シスコが取組むIoT とフォグ
コンピューティング

14:30 - 15:20
［EN-5］ DNAシリーズ -2 APIC-EM  

アップデート
[Col-2] ここまで来た！ "クラウド" 

コラボレーション最新情報
[IoT-2] 最新シスコ IoT System 製
品アップデート

15:30 - 16:20

［EN-6］ DNAシリーズ -3 IWAN 解
説 その1

[Col-3] 今すぐ簡単にできる！ クラ
ウドコラボレーション管理入門

[NMS-1] Prime Infrastructure 最新
情報と特徴まとめ

16:30 - 17:20

［EN-7］ DNAシリーズ -4 IWAN 解
説 その2

[Col-4] トラブルシューティング基
礎！ Cisco TelePresence 編

[NMS-2] IOS/IOS-XE クイックオペ
レーション及び利用例の紹介



日時 セッション 概要 スピーカ 対象
レベル

11/15

9 : 30 - 10 : 20

[MER-1]  Meraki が実現するクラウ
ドIT 概要から新製品のご紹介

本セッションではCisco Meraki が実現するSimplify IT を新機能、新製品情
報を交えながらデモを中心にご紹介します。

Cloud Networking Group

コンサルティングシステムズエンジニア
中川 雅之

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/15

10 : 30 - 11 : 20

[MER-2]  How to Sell Meraki 本セッションでは、導入事例を中心にMeraki ソリューションの訴求方法をお
伝えします。合わせて発注方法やプロモーション、セールスサイクルでの営
業支援ツールの活用方法をお伝えします。

Cloud Networking Group

セールススペシャリスト
山移 雄悟

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1



日時 セッション 概要 スピーカ 対象
レベル

11/16

9 : 30 - 10 : 20

［EN-1］Wave2 Outdoor AP、小規
模向けアクセスポイントなど秋の新
製品紹介

お待たせしてます、4.9G帯に対応するアウトドアアクセスポイントなど新製
品情報をお届けします。
あわせて製品ポジショニングの説明、Cisco ONE のアップデート、期間限
定キャンペーンなどをご紹介いたします。

パートナシステムズエンジニアリング
シニアシステムズエンジニア
安藤 俊也

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/16

10 : 30 - 11 : 20

［EN-2］ 無線LAN、知って得する秋
の情報アップデート

よく聞かれるご質問に、シスコ ソリューションをベースにお答えします。
いまさら聞けない無線LAN の基礎も交えながら巷のうわさ、誤解、疑問を解
消します。

エンタープライズネットワーク事業
シニアプロダクトマネージャ
前原 朋実

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/16

11 : 30 - 12 : 20

［EN-3］無線LAN セキュリティ事始
め

無線のセキュリティーとはなんでしょう？ 暗号化、認証など基礎的な考え
方から今すぐ提案できるセキュリティソリューションについてご説明いたしま
す。

エンタープライズネットワーク事業
エンタープライズネットワークシステムズ
エンジニアリング
シニアシステムズエンジニア
小川 正晃

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/16

13 : 30 - 14 : 20

［EN-4］ DNAシリーズ -1 プロダクト
アップデート

今注目のアーキテクチャDNA、その基礎を支えるルーター、スイッチ製品の
最新情報をご紹介します。

エンタープライズネットワーク事業
シニアプロダクトマネージャ
印南 鉄也
シニアプロダクトマネージャ
兼松 宏明
シニアプロダクトマネージャ
平野 晃章

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/16

14 : 30 - 15 : 20

［EN-5］ DNAシリーズ -2 APIC-EM  

アップデート
APIC-EM はDNA コントローラーとして重要な役割を担います。本セッション
ではAPIC-EM の位置づけ、基本機能、最新状況を解説いたします。

東日本システムズエンジニアリング
SEマネージャ
斉藤 真秀

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/16

15 : 30 - 16 : 20

［EN-6］ DNAシリーズ -3 IWAN 解
説 その1

クラウド時代に突入した今、エンタープライズWAN もよりいっそう高機能が
求められています。 CiscoはISR4000 シリーズで実現するIntelligent WAN

（IWAN） で高度な要求に応えていきます。今回は2セッションに渡り、IWAN 

の基礎を解説いたします。

エンタープライズネットワーキング事業
エンタープライズネットワークシステムエ
ンジニアリング
シニアシステムズエンジニア
吉野 恵一

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/16

16 : 20 - 17 : 20

［EN-7］ DNAシリーズ -4 IWAN 解
説 その2

(同上) (同上) (同上)



日時 セッション 概要 スピーカ 対象
レベル

11/17

9 : 30 - 10 : 20

[DC-1] Cisco HyperFlexの最新情
報のご提供

Cisco HyperFlexの最新情報と利点についてご紹介します。 APJ HyperConverged Team

Consulting SE

國分 功

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/17

10 : 30 - 11 : 20

[DC-2] UCS、関連ソフト製品及び
販促最新情報

UCSサーバ、オプション製品、及び管理ソフトウエア UCS manager、IMC 

Supervisor、UCS Director など、この半年にリリースされた最新情報をまとめ
ご紹介します。UCS 関連で強化された保守サービス、展開中のおすすめ製品
プロモーションをご紹介します。

APJ データセンター・バーチャライゼー
ション UCS GTM

UCS PSS/PM

中村 智

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/17

11 : 30 - 12 : 20

[DC-3] Cisco ACI 最新情報と管理
連携

Cisco ACI は様々な用途に対応することが可能な柔軟性を持ったネットワーク
ソリューションです。
本セッションではACI の最新情報をお伝えすると共に特に管理連携にフォーカ
スし、CiscoのCloudCenter (CliQr) やUCS Director との連携に加えて、
VMware (vSphere, vRealize, NSXなど), Microsoft (Hyper-V, Azure Packな
ど), OpenStack 等との組み合わせでACI を活かす方法についてご紹介します。

SDN応用技術室
コンサルティングシステムズエンジニア
畝高 孝雄

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/17

13 : 30 - 14 : 20

[Col-1] お客様に響く提案を！ 新
しいコラボソリューション丸わかり

UC/TelePresence/WebEx の3つのソリューションが、Spark クラウドプラット
フォームを融合することで次世代の新しいコラボレーションの提案に生まれ変
わります。これまでの提案方法と、今後の提案を比較し、お客様に今訴求すべ
きメッセージをご説明いたします。

コラボレーションアーキテクチャ事業
プロダクトセールススペシャリスト
山銅 章太

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/17

14 : 30 - 15 : 20

[Col-2] ここまで来た！ "クラウド" 

コラボレーション最新情報
シスコのクラウドコラボレーションの中核をなすSpark、WebEx の最新機能、ラ
イセンス体系、販売プログラム、製品ロードマップ情報をお届けします。

コラボレーションアーキテクチャ事業
プロダクトセールススペシャリスト
谷内 健治

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/17

15 : 30 - 16 : 20

[Col-3] 今すぐ簡単にできる！ クラ
ウドコラボレーション管理入門

Cisco のクラウドサービスであるWebEx, Spark を管理するツール
CCM(Cloud Collaboration Management) の機能とそのツールを通して設定
できる内容についてご紹介致します。

コラボレーション システムズエンジニ
アリング
シニアシステムズエンジニア
岩坂 秀明

SE 

レベル 2

11/17

16 : 20 - 17 : 20

[Col-4] トラブルシューティング基
礎！ Cisco TelePresence 編

ビジネス意思決定に広く利用されている Cisco TelePresence 製品群のトラブ
ルシューティングの基礎について、問題解析に有効なログの取得やツールの使
用方法を中心にご紹介します。

テクニカルサービステクニカルアシス
タンスセンター
カスタマーサポートエンジニア
金 奎皓

SE 

レベル 2



日時 セッション 概要 スピーカ 対象
レベル

11/18

9 : 30 - 10 : 20

[Sec-1] 最新のIdentity Services 

Engine ご紹介
Network as a Sensor/Enforcer やセキュリティインシデント発生時の自動対
応などシスコソリューションにおいてキーコンポーネントとなるISE について、
そもそもISE とは何なのかというおさらいから最新の機能までご紹介します。

エンタープライズ SE4

シニアシステムズ エンジニア
瓜倉 格

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 2

11/18

10 : 30 - 11 : 20

[Sec-2] Cisco Advanced 

Malware Protection

Cisco AMP ファミリーの中核となるAMP for Endpoints を中心に、各製品の
主要機能のご紹介と各製品の最適な提案ポイントをご紹介させていただきま
す。

Security Business Group, Advanced 

Threat Solutions

Technical Marketing Engineer

吉池 克史

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 2

11/18

11 : 30 - 12 : 20

[Sec-3] ASA および Firepower 

アップデート
ロングセラーの Basic Firewall & VPN 終端装置である ASA、および、IPS と
次世代 Firewall と Malware 対策の機能を持った本当のネットワークセキュリ
ティ装置である Firepower について、それぞれの最新情報をお伝えいたしま
す。

セキュリティ事業
コンサルティングシステムズエンジニア
小林 達哉

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 2

11/18

13 : 30 - 14 : 20

[IoT-1] シスコが取組む IoT とフォ
グコンピューティング

フォグコンピューティングを中心にイノベーションセンターで取組むIoT のソ
リューション化やOpenFog コンソーシアムの活動を交え、シスコのIoT の最近
の取組みをご紹介します。

イノベーションセンター
シニアマネージャー
今井 俊宏

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/18

14 : 30 - 15 : 20

[IoT-2] 最新シスコ IoT System 製
品アップデート

ルータ、スイッチ、ワイヤレスアクセスポイント、セキュリティなど、最新のシス
コIoT システム製品をご紹介します。

エンタープライズネットワーク事業
シニアプロダクトマネージャ
印南 鉄也

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 1

11/18

15 : 30 - 16 : 20

[NMS-1] Prime Infrastructure 最
新情報と特徴まとめ

最新リリースPrime Infrastructure(PI)3.1 をベースに、ネットワーク管理製品
としての基本機能からシスコPI ならではの特徴的な機能、提案に必要となる
ライセンス体系、構成例について説明します。

パートナーシステムズエンジニアリング
シニアシステムズエンジニア
豊田 祐之

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 2

11/18

16 : 20 - 17 : 20

[NMS-2] IOS/IOS-XE クイックオペ
レーション及び利用例の紹介

IOS/IOS-XE 機器のコマンドライン操作における便利な機能やコマンド、実展
開や検証における活用法を、デモを交えながらご紹介します。

公共システムエンジニアリング
シニアシステムズエンジニア
及川 大樹

SE, 営業, マー
ケティング
レベル 3




