
 
 

【24 卒向け】Cisco Systems CX（カスタマーエクスペリエンス）サマーインターンシップ 概要 

この度は、シスコシステムズ合同会社「Cisco Systems CX 24 卒サマーインターンシップ」プログラムにご興味

をお持ちくださり、誠にありがとうございます。選考スケジュール、選考プロセス、エントリーに関して、以下

の通りご案内します。 

 

募集要項 

当社はこの夏、TCE(Technical Consulting Engineer)と CE(Consulting Engineer) の 2 つの職種において、長期

インターンシップを開催します。 

約 2 か月間のインターンシップでは、下記の内容を予定しています。 

 

・実際の業務体験 

TCE、CE の実際の業務に近い仕事を体験していただきます。 

TCE、CE についてはこちらをご参照ください。 

 

・Cisco CX (カスタマーエクスペリエンス)について 

Cisco CX について理解を深めて貰うために Cisco CX の業務について詳しい説明を行います。また、関連部署に

ついても説明を行います。 

 

・複数のエンジニアとの 1 on 1 

第一線で活躍する CX エンジニアとの 1on1 や他職種メンバーとの交流機会への参加を予定しています。 

 

・オフィスツアー 

ご希望に応じて六本木ミッドタウンタワーの Cisco 東京オフィスでのオフィスツアーを行い、社内をご案内さ

せて頂きます。 

※オフィスツアーにつきましては新型コロナウィルスの状況次第では実施できない可能性があります。 

 

 

インターンシップ日程 

2022 年 8 月 1 日(月)～2022 年 9 月 30 日(金) 

 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/careers/new-graduate/engineer.html


コース別のプログラム内容・詳細 

①TCE (Technical Consulting Engineer) 

TCE は最も技術力が重要視される職種ですので様々な技術に関する深い知識の習得が可能です。 

 

TCE(Technical Consulting Engineer) は顧客企業やパートナー(協力会社)に解決できない高度な技術的問題の

調査とソリューションの提供など、主に運用フェーズで発生した問題のトラブルシューティングを行い、エンタ

ープライズ、サービスプロバイダ、セキュリティ、データセンター、コラボレーションといった各テクノロジー

の深い知識・技術力を元に、問題解決に取り組みます。TCE には製品の技術スペシャリストとして強い探究心

と高い論理性を持った解決力が求められ、海外開発チームと連携しながら調査を行う機会も多くあります。また、

業務効率化のためのオートメーションの取組みにも注力しているため、python 等のプログラミング言語による

ツール作成を行う機会も多くあります。 

 

今回のインターンシップでは、TCE のトラブルシューティング業務を実際に体験頂くことが可能です。 

上記募集概要に記載している内容の他、以下のような内容を実施予定です。 

 

・トラブルシューティング： TCE が普段実施しているトラブルシューティング業務を体験して頂きます。 

・Cisco について理解: Cisco について理解を深めて貰うために Cisco の業務について詳しい説明を行います。

また、各部署について詳しい説明を行います。 

・複数のエンジニアとの 1 on 1: ご自身のキャリア等について相談するためのエンジニアとの 1 on 1 を複数回

実施します。 

・オフィスツアー: ご希望に応じて六本木ミッドタウンの Cisco 東京オフィスのオフィスツアーを行い社内を

ご案内させて頂きます。(新型コロナウィルスの状況により実施可否を調整します。) 

・Linux, VMware 等の Training に参加: 社内で実施している Linux, VMware 等の Training に参加頂きます。 

・UCS/VMware/Linux Server/SDWAN 環境構築: UCS のセットアップ、VMware 環境の構築、その上に Linux 

Server や SDWAN 環境を構築して頂きます。 

Python, Ansible 等の知識があれば、Linux Server、SDWAN 環境を自動で構築する作業にも取り組んで頂きま

す。 

 

また、参加者には報告として以下の内容を実施いただきます。 

1. 部門向けの中間報告、最終報告 

2. Cisco ブログへの実施内容の寄稿 

 

■必要な経験/スキル 

・ターミナルソフトの利用経験 

・Linux の基礎的な知識 

・TCP/IP などネットワーク技術要素の基礎知識 

・オフィスツール利用（PPT,Word,Excel) 

・TOEIC 600 点以上、もしくはそれに相当する英語力 

 

 



■あると望ましい経験/スキル 

・業務用ネットワーク機材の操作経験 

・専門的な資格(CCNA,LPIC など) 

・python 等のプログラミングの知識 

 

②CE (Consulting Engineer) 

設計、構築から運用支援まで、一貫してお客様を主体的に考えながら技術サービスを提供するエンジニア職種で

す。 

 

Cisco のカスタマーエクスペリエンスデリバリーチームは、お客様の大切なネットワークに対する設計、構築か

ら運用支援まで、一貫してお客様を主体的に考えながら技術サービスを提供する組織です。 

 

全世界述べ約 6,000 名のエンジニアが所属し、個々の知識や個性を活かしてお客様を最先端のソリューションへ

と導き、お客様が「作りたい、実現したい」ネットワークサービスを具現化していきます。また従来のネットワ

ークだけでなくモバイル、セキュリティ、コラボレーション、ソフトウェアアーキテクチャ（自動化、仮想化）

など様々な技術分野に関連するチームが協力してお客様の要望に応え、お客様のシスコに対する顧客体験（カス

タマーエクスペリエンス）を特別なものとするため、日々業務にあたっています。 

 

職場環境としてこういった幅広い分野の専門エンジニアが所属しているため、プロジェクトを通じた人脈の形成

や新たな技術知識の習得などが可能です。 

 

今回のインターンシップでは、ネットワークインフラ運用のお客様課題に対しての検討、提案、導入までを実践

するプログラムにより、カスタマーエクスペリエンスデリバリーチームのコンサルティングエンジニア職が担う

業務の一例を体験いただきます。実際には仮想のお客様が抱える実際の課題・タスクにアサインされその業務に

取り組む、就業型のプログラムとなります。原則ご自宅から、オンラインで参加いただきます。 

各参加者にはエンジニア社員のメンターが付き、適宜 Q/A のやり取りや定期的なホームルーム（朝 or 夕)を実

施し、日々の業務をサポートしながら進めます。 

 

また、期間中に CX Japan Delivery チームを知る機会や第一線で活躍中の CX Delivery CE 職、他職種メンバーと

の交流機会も予定しています。 

 

さらに参加者には報告として、以下内容を実施いただく予定です。 

 

・仮想のお客様向けの中間報告 

・CX Delivery 部門向けの実施内容報告 

・Cisco ブログへの実施内容の寄稿 

 

■必要な経験/スキル 

・ターミナルソフトの利用経験（MacOS や WSL での経験は尚可） 

・Linux の基礎的な知識（コマンドでファイル操作やネットワーク設定など基本的な操作を行った経験） 

・TCP/IP などネットワーク技術要素の基礎知識 



・自己学習能力と情報収集、ドキュメント読解能力（英語/日本語） 

・オフィスツール利用（PPT,Word,Excel) 

 

■あると望ましい経験/スキル 

・業務用ネットワーク機材の操作経験 

・専門的な資格（CCNA,LPIC など）を取得していることが望ましい。 

・口頭、書面によるコミュニケーション能力、分析能力、プレゼンテーション能力 

 

実施場所 

・原則ご自宅から、オンラインで参加いただきます。 

（一部の内容については東京オフィス内で実施する可能性もありますが、新型コロナウィルスの状況を鑑み調整

します。） 

 

選考スケジュール 

2022 年 項目 内容 

４月 28 日(木) エントリー受付開始 エントリープロセスに従って、弊社指定のエントリーシ

ート(ES)をご提出ください。 

※面接は Cisco Webex にて実施する予定です。 
6 月６日(月) エントリーシート締切 

～6 月下旬 選考 ご応募いただいた方より順次、選考させていただきます。 

選考結果はご応募いただいた方全員にご連絡致します。 

7 月下旬～ インターン用 PC 発送 皆様のご自宅にお送りします。 

8 月 1 日(月) インターン開始  

9 月 30 日(金) インターン終了  

 

応募資格 

・Cisco のサービスや製品に興味のある方 

・日本での就労資格を持つ方 

・自宅に業務遂行可能なネットワーク環境がある方 

・2024 年卒の学生 

 ※オンラインでの実施を予定しているため、応募者の居住地は問いません。  

 

選考フロー 

①エントリーシート提出 

②1 次選考 (書類選考) 

③2 次選考 (面接官 2 名とのグループ面接） 

④インターンシップ参加決定 

 



給与・報酬 

業務時間: 週 最大 37.5 時間・時給 2500 円 

※土日祝日を除く 

※業務開始日・期間については、面接等で相談の上決定します。 

※東京オフィスにお越しいただく際は交通費を支給します。 

 

  



エントリープロセス 

 

1. こちらのリンクから弊社のエントリーシート（ES）をダウンロードして、ご記入ください。 

2. 希望のインターン職種を選択ください。（併願不可です） 

o TCE (Technical Consulting Engineer) 

o CE (Consulting Engineer) 

3. 画面から“Apply”をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “New user”からメールアドレスを入力し“Register Now”をクリック。 

 

 

 

 

 

5. “Upload a file”からご記入の ES を Word 書式のままアップロードし、“Next”をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/about/careers/docs/cx-internship-es.docx
https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/24-CX-Center-TCE-Technical-Consulting-Engineer/1371716
https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/24-CX-Derivery-CE-Consulting-Engineer/1371718


6. *マークの必要事項のみ、下記の記入例をご参照いただき、ご自身の情報をご入力ください。 

 

 

 

 

666 住所は日本語でご入力ください。 



 

 

 

 

 

 

 

666 
パスワードを設定 

チェックを外して通知をオフ 



 

 

 

 

エントリー完了！ 


