
 

 

 

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. 1 / 4 

データシート 

シスコ ラーニング クレジット 
概要と質問例 

 

 

シスコ ラーニング クレジットとは何ですか。 
シスコ ラーニング クレジットは、エンドカスタマーが新しいハードウェア、ソフトウェア、またはサポート
およびサービスを購入する際に、同時にシスコ技術者認定 試験受験料や、シスコ ラーニング パートナー ス
ペシャライズド、および一部のシスコ ラーニング パートナー アソシエイトにより実施されるトレーニングの
費用、Cisco Live イベント登録料、シスコラーニング ネットワーク オンライン ストア “ラーニングラボ” など
のコンテンツも購入できるようにするプログラムです。このプログラムを利用することで、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。シスコ ラーニング クレジット１単位の価格は 100
ドル（USD）、有効期限は発効日から 1 年間です。クレジットは、シスコ グローバル価格表に記載されてい
ます。 

シスコ ラーニング パートナーとは何ですか。 
シスコ ラーニング パートナーとその提携企業は、シスコ トレーニングを提供することが認められている唯一
の民間組織です。シスコ ラーニング パートナーは、市場の先端を行くシスコのトレーニングを提供し、カスタ
マイズするという、特別な役割を担っています。厳しい試験を突破した合格者のみが、シスコ認定インストラ
クターとして認められます。 

シスコ ラーニング クレジットは、シスコ技術者認定やパートナー スペシャライゼーショ
ンとどのような関わりがありますか。 
シスコ ラーニング クレジットは、シスコ認定トレーニングの受講費の支払いに使用できます。これには、シ
スコ技術者認定試験やチャネル パートナー スペシャライゼーションの対策コースも含まれます。 

エンドカスタマーへの概要説明 
シスコ ネットワークへの投資から最大の利益を獲得し、事業目的を達成できるかどうかは、IT スタッフのス
キルや専門知識次第と言っても過言ではありません。適切なトレーニングを受講すれば、高い競争力を維持し、
進化するテクノロジーを早期に活用できます。シスコ ラーニング クレジットは、シスコ技術者認定 試験受験
料や、シスコ ラーニング パートナー スペシャライズド、および一部のシスコ ラーニング パートナー アソ
シエイトにより実施されるトレーニングの費用、Cisco Live イベント登録料、シスコラーニング ネットワー
ク オンライン ストア “ラーニングラボ” などのコンテンツなどの支払い手段としてご利用いただけます。製品
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の購入と同時に必要なトレーニングを決定することで、トレーニング予算を確保し、生産性を高めることがで
きます。 

シスコ ラーニング クレジットを購入する可能性が高いのはどのようなエンドカスタマー
ですか。 
シスコ機器、特に高度なテクノロジーを使用した製品を購入されるエンドカスタマーはクレジットの潜在的な
個客といえます。エンドカスタマーに、以下に示すような簡単な質問をしてみてください。エンドカスタマー
がスタッフの一部にシスコ技術者認定を取得させる必要がある場合、特定の製品またはソリューションのトレ
ーニングを受講する必要がある場合、トレーニング予算を確保したい場合、ネットワークへの投資から最大限
の利益を得たい場合は、シスコ ラーニング クレジットが包括的でコスト効果の高いソリューションとなりま
す。 

シスコ ラーニング クレジットの販売につなげるには、エンドカスタマーにまずどのよう
な質問をすればよいですか。 

● 投資回収にかかる期間を短縮したいと思いませんか。適切なトレーニングを受ければ、シスコの機器
を最大限に活用することができます。 

● 新しい機器やソリューションに関してトレーニングを受けるスタッフは決まっていますか。シスコ ラ
ーニング クレジットを PO に加えてはいかがですか。クレジットを利用されれば、年間を通じて必要
なトレーニングを受講できるので、受講のたびに毎回 IT スタッフが PO の承認を得なくても済むよう
になります。 

● 来月、機器を導入するご予定ですか。ネットワークを適切に設定し管理できるようにトレーニングを
受けたスタッフはいらっしゃいますか。いらっしゃらないようでしたら、シスコ ラーニング クレジッ
トも追加してはいかがでしょうか。 

シスコ ラーニング クレジットは、エンドカスタマーにどのようなメリットを提供します
か。 
シスコ ラーニング クレジットによってエンドカスタマーは次のようなメリットを得ることができます。 

● スタッフが確実に専門的なトレーニングを受けることができるため、新しい機器への投資価値を最大
限に高めるとともに、早期に投資を回収できます。 

● 社内スタッフによってネットワーク効率を最適化し、組織全体の生産性を向上できます。 

● 機器購入時の注文にラーニング クレジットを追加することにより、トレーニングの予算を確保できま
す。 

● 予算承認や購入手続きの回数が減るので、管理コストが軽減されます。 

● トレーニングの管理や取得能力の報告に便利なラーニング クレジット管理ツールを利用できます。 

シスコ ラーニング クレジットを販売するメリットは何ですか。 
シスコ ラーニング クレジットを販売することで、パートナーは次のようなメリットを得ることができます。 

● エンドツーエンドのソリューションを提供できます。 

● システム エンジニアがトレーニングに関する負担から解放され、時間に余裕ができるため、プリセー
ルスやサービスの業務に集中的に取り組むことができます。 

● 機器の購入にあわせて認定トレーニングと効率的な学習管理システムを提供することで、競合他社と
の差別化が可能となります。 

● 高度なテクノロジーの導入を促進できます。 
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● エンドカスタマーの生産性と技術競争力を高めることができます。 

● エンドカスタマーの満足度とロイヤルティが向上します。 

● ソリューションの一部としてトレーニングが必要という Requests for Proposals の要求に応えることがで
きます。 

● 注文金額を大きくすることができます。 

 
質問と回答： 

Q. なぜトレーニング費用を支払うのですか。シスコやパートナーの SE はいつも無料でト
レーニングを行ってくれます。 
A. トレーニングによって、ネットワークへの投資から最大の利益を得ることができます。シスコ ラーニング 
パートナーは、皆様の IT スタッフに質の高いトレーニングを提供します。SE はトレーニングの専門家ではな
いので、知識をお伝えすることはできますが、皆様が必要とされているすべてのトレーニングを網羅すること
はできません。 

Q. シスコ ラーニング クレジットの購入数はどのように決めればよいですか。 
A. クレジット プログラムに参加しているシスコ ラーニング パートナーは、「トレーニング ニーズ評価」と
いうサービスを提供しています。このコンサルタント型の無料サービスを通じて、皆様のネットワーク トレ
ーニングのニーズの特定や、トレーニング プランの策定をお手伝いします。 

Q. トレーニングを一括で提供するベンダーと契約していますが、シスコ認定のベンダー
ではありません。 
A. シスコの認定を受けずにトレーニングを実施している企業は、シスコの最新のコース教材を使用していま
せん。また、シスコはこうしたトレーニングの品質を管理できません。シスコの知的財産を入手し、エンドカ
スタマーのニーズにあわせてコースをカスタマイズできるのは、シスコ ラーニング パートナーだけです。シ
スコ ラーニング クレジットは、このプログラムに参加しているシスコ ラーニング パートナーおよびその提携
企業が提供するトレーニングにのみ使用できます。このプログラムに参加しているラーニング パートナーの
一覧は、www.cisco.com/jp/go/clp/ でご確認いただけます。 

Q. 予算が限られています。注文する機器の支払い以外に余裕がありません。 
A. 機器の出荷後よりも、製品購入時の方が容易に予算を確保できます。スタッフに確実にトレーニングを受
けさせることは、将来的なコストの削減につながります。初期に迅速かつ的確に投資することで、ネットワー
クが進化しても IT スタッフが効果的にネットワークを再構成し、管理できるようになります。 

Q. 当社のトレーニング パートナーは大幅なディスカウントをしてくれます。シスコ ラー
ニング クレジットでトレーニングを購入すると、結果的にコストが増大しませんか。 
A. シスコ ラーニング クレジットは、シスコ認定トレーニングの受講費の支払い手段としてご利用いただけま
す。シスコは、トレーニング コースの推奨リセール価格の設定も公開も行っていません。トレーニングの価
格については、提供するシスコ ラーニング パートナーまたはその提携企業に直接ご相談ください。 

Q. シスコ ラーニング クレジットにはなぜ有効期限が設けられているのですか。 
A. ラーニング 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。有効期限は、適切なタイミングでのトレーニングの受講を促すととも
に、収益への効果を早期に認識していただくことを目的としたものです。シスコ ラーニング クレジットの有
効期間中に、すべてのトレーニングをご受講ください。 
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Q. シスコ ラーニング クレジットを米国ドルで購入して、ユーロで使うことはできますか。 
A. いいえ。シスコ ラーニング クレジットは、購入時と同じ通貨で使用する必要があります。 

Q. シスコ ラーニング クレジットは、世界中どの国でも使用できますか。 
A. いいえ。シスコ ラーニング クレジットは、すべての国で使用できるとは限りません。シスコ ラーニング 
クレジットの Web サイト（www.cisco.com/jp/go/learningcredits/）で使用可能な国の一覧表をご確認いた
だけます。 

型番 シスコ ラーニング クレジット 定価（USD） 

TRN-CLC-000 10 $1,000 
TRN-CLC-001 100 $10,000 
TRN-CLC-002 500 $50,000 
TRN-CLC-003 1,500 $150,000 
TRN-CLC-004 1 $100 

価格は予告なく変更される場合があります。シスコは製品や価格を追加、削除または変更する権利を留保しま
す。 

 

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 

 

サポートおよびお問合せ： 

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 
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