
 
本文書の使用にあたって（お願い） 

 

 

 

本文書はサービスディスクリプション（Service Description）の和訳であり、英文の原文をご検討頂く際のご参考資

料として作成されたものです。 

 

訳文作成にあたっては、極力原文の内容を正確にお伝えできるよう努めましたが、原文と訳文の内容に差異があっ

た場合には、原文の内容のみが効力を有するものといたします。 

 

本サービスご購入の際には、原文の内容にご同意いただいたものとさせて頂きますことを、あらかじめご了承いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

以上 
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セカンダリ マーケット製品へのシスコの保証およびサービス  
サポートにおける免責 

イントロダクション 

本文書では、本文書で説明する「セカンダリ マーケット」製品のカテゴリに分類される Cisco® 製品のサポートに関しての Cisco Systems® のポリシー

について記述します。 

シスコのポリシーは、関連のあるその他のシスコ ポリシーおよびプログラムをサポートし、それらとの一貫性を保つよう意図されています。そのようなポ

リシーおよびプログラムには以下のものが含まれますが、これらに限定されているわけではありません。 
 
 

ハードウェア検査およびソフトウェア再ライセンス プログラム 
（http://www.cisco.com/c/en/us/products/hw_sw_relicensing_program.html）） 

シスコ認定再生品 
（http://www.cisco.com/web/ordering/ciscocapital/refurbished/index.html））  

非純正品、破壊された製品、盗難品、スクラップ製品における免責 
（http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html）） 
正当かつ純正のシスコ製品およびサービスの販売の認可をシスコ チャネル パートナーに付与するチャネル パートナー プログラム

（http://www.cisco.com/web/partners/pr11/index.html）） 
本文書内で言及されているその他すべてのシスコ ポリシー 

 
A. 適用範囲： 

セカンダリ マーケット製品のサポートに関する本ポリシーは、グローバルに適用されます。 
 

B. ポリシーの定義： 

1. 「セカンダリ マーケット製品」とは、シスコの認定チャネル ネットワークの外部で調達および/または販売される新製品または中古製品を意味

します。 

2. 「認定チャネル ネットワーク」には、次のものが含まれます。 

1. シスコからエンド ユーザ カスタマーへの直接販売。 

2. シスコからシスコ チャネル パートナーへの販売（シスコ チャネル パートナーからエンド ユーザ カスタマーに直接販売される。または

欧州経済領域（EEA）内では、シスコ チャネル パートナーは他のシスコ チャネル パートナーまたはディストリビュータにも販売する）。 

3. シスコ ディストリビュータ（シスコ ディストリビュータからシスコ チャネル パートナーに販売され、チャネル パートナーからエンド ユーザ 
カスタマーに再販される。または EEA 内では、シスコ ディストリビュータは他のシスコ チャネル パートナーまたはディストリビュータにも

販売する）。ただし、製品の購入者が、当該のシスコ チャネル パートナーまたはディストリビュータに適用される契約上で合意された

地域内に存在する場合に限る。 

注：EEA のシスコ チャネル パートナーの場合は、EEA 全域の顧客への販売が含まれます。 

3. 「シスコ チャネル パートナー」とは、エンド ユーザが所在する地域でのシスコ機器の再販をシスコによって認可されたシスコ登録パートナー、認

定（ゴールド、シルバー、プレミア）パートナー、スペシャライゼーション パートナーを意味します。シスコ チャネル パートナーの情報は、Cisco 
Partner Locator（http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/partner_locator.jsp）で公開されており、シスコによって随時更新されています。 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/hw_sw_relicensing_program.html
http://www.cisco.com/web/ordering/ciscocapital/refurbished/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/index.html
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/partner_locator.jsp
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4. 「シスコ ディストリビュータ」とは、エンド ユーザが所在する地域でのシスコ機器の再販をシスコによって認可されたシスコ ディストリビュータ、

ディストリビューション パートナー、または認定ディストリビュータを意味します。シスコ ディストリビュータの情報は Cisco Distributor Locator
（http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/jsp/distributor_locator.jsp））で公開されており、シスコによって随時更新されています。 

5. 「エンド ユーザ カスタマー」とは、該当する購入注文をシスコに対して行う当事者によって当該シスコ製品の最初のエンド ユーザとして特

定された企業を意味します。 

 
C. ポリシー 

1. サービス：セカンダリ マーケット製品がシスコ サポート サービスの対象となるには、セカンダリ マーケット製品の検査を（シスコの検査プロ

グラムによって）実施すること、機器が当該検査に合格すること、および、当該セカンダリ マーケット製品を使用するエンド ユーザまたは

その代理によって当該セカンダリ マーケット製品に対する適切なソフトウェア ライセンス料金が支払われた旨（または、それまでに支払わ

れていない場合は、ライセンス料金が支払われる旨）を示す適切な証明がシスコに提示されることを、シスコは要求します。サービスの契

約復帰手数料など、その他の料金が適用される場合があります。 

2. 再生品：シスコは、サード パーティによるセカンダリ マーケット製品の再生を認可または承認しません。ただし、シスコ認定再生品プログラムを

通じて再生品を販売する場合があります。プログラムの詳細については、http://www.cisco.com/web/ordering/ciscocapital/refurbished/index.html 
を参照してください。シスコのソフトウェア譲渡および再ライセンス ポリシーに関する情報については、

http://www.cisco.com/en/US/prod/cisco_software_transfer_relicensing_policy.html を参照してください。 

3. 検査料：シスコの検査料および検査プロセスについては、地域の弊社担当営業までお問い合わせください。 

 
D. ポリシーの趣意 

1. あらゆるセカンダリ マーケット製品は、検査、ライセンス購入、およびその他適切なプロセスを経て適格とされない限り、いかなるシスコ 
サービス サポートの対象にもなりません。さらにシスコは、該当する製品がシスコの認定チャネル外で購入されたものと判断された場合

にサービス カバレッジを終了または拒否する権利を保有します。 

2. 後で作成されるサービス契約で詳述するように、製品の検査が実施され適切なソフトウェア ライセンスが購入されている場合を除き、シスコ

はセカンダリ マーケット製品に対していかなる義務または責任も負いません。 

以下の場合、シスコは（a）シスコ純正の代替製品の当該時点での最新表示価格をお客様に請求し、（b）お客様のサポート契約の終了という最大レベ

ルの処置を含め、実施可能なその他の処置を行うことができるものとします。 

(i) お客様がシスコから代替製品を受け取った場合 

(ii) 代替品先行配送サービスが提供された、実際に不具合のあったシスコ製品ではなく、対象外のセカンダリ マーケット製品（検査および適

切なライセンス購入が行われていないもの）がシスコに返却された場合 

3. シスコは、お客様のネットワーク内でのセカンダリ マーケット製品の使用に伴うリスクを抑制するために、購入製品の供給元と品質を確認

することをお客様に推奨しています（供給元が不明であれば品質も不明であり、予期しないリスクが発生する可能性があります）。さらに

シスコでは、セカンダリ マーケット製品のシスコ サポートに対する適格性や、それらの製品に適用されるソフトウェア ライセンスの有効性

を確認するようお客様に推奨しています。 
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本社 
Cisco Systems, Inc. 
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA 
www.cisco.com  
Tel：408 526-4000 

800 553-NETS (6387)  
Fax：408 526-4100 

ヨーロッパ本部  
シスコ  
International 
BV 
Haarlerbergpark  
Haarlerbergweg  
13-19 
1101 CH Amsterdam  
The Netherlands 
www-europe.cisco.com  
TEL：31 0 20 357 1000 
FAX：31 0 20 357 1100 

北中南米本部 
Cisco Systems, Inc. 
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA 
www.cisco.com  
Tel：408 526-7660 
Fax：408 527-0883 

アジア太平洋本部 
Cisco Systems,  
Inc. Capital  
Tower 
168 Robinson Road 
#22-01 to #29-01 
シンガポール  
068912 
www.cisco.com 
TEL：+65 6317 7777 
FAX：+65 6317 7799 

シスコは、以下の国と地域の 200 ヵ所以上にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は 
次のシスコ Web サイトをご覧ください。 

http://www.cisco.com/go/offices 
www.cisco.com/web/JP/contact/index.html(日本のオフィス) 

 

アルゼンチン • オーストラリア • オーストリア • ベルギー • ブラジル • ブルガリア • カナダ • チリ • 中国 • コロンビア • コスタリカ • クロアチア • 
チェコ共和国 • デンマーク • ドバイ（UAE）• フィンランド • フランス • ドイツ • ギリシャ • 香港特別行政区• ハンガリー • インド • インド

ネシア • アイルランド • イスラエル • イタリア • 日本 • 韓国 • ルクセンブルク • マレーシア • メキシコ • オランダ • ニュージーランド • ノルウェー 
• ペルー • フィリピン • ポーランド • ポルトガル • プエルトリコ • ルーマニア • ロシア • サウジアラビア • スコットランド • シンガポール • スロバキア 
• スロベニア • 南アフリカ • スペイン • スウェーデン • スイス • 台湾 • タイ • トルコ • ウクライナ • 英国 • アメリカ合衆国 • ベネズエラ • ベトナム 
• ジンバブエ 
 
Copyright 2004 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco、Cisco Systems、および Cisco Systems ロゴは、米国、およびその他の国における 
Cisco Systems, Inc.、およびその関連会社の登録商標または商標です。本ドキュメントまたは Web サイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの

所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。
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