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 このトレーニングでは、パートナーおよびディストリビュータの皆様がSaaS Annuityプログラムが適用され
た製品の見積・注文、アップセルおよび支払いを行う場合の注意点を説明します。

 見積・注文段階で弊社AM（アカウントマネージャ）による例外処理（シスコ社内承認）が必要なケースにつ
いても説明します。

 下記パートナーセントラルページには、「最新CCWトレーニング資料」としてWebEx/Sparkを例に基本プロ
セスをガイドするドキュメントや、「その他の見積・発注に必要な資料」がありますので、ご参照ください。本
日はすべてのオペレーション詳細はカバー致しません。

パートナーセントラル ソフトウェアオペレーションツール情報サイト SaaSタブ：
http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/tools/software-operation.html#~tab-2

はじめに

http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/tools/software-operation.html#~tab-2


1. プリセールスのシンプルさ

何千もの SKU を少数の最上位オファー
にシンプル化

オプションの選択/設定を簡単にするダイ
ナミックコンフィグレーション

2. 課金の柔軟性と透明性

前払いか月次請求かの選択が可能

使用状況および超過情報を明示

3. ビジネス業務の負担軽減を
継続

1 つのツールで見積、構成、プロビジョニング、
発注、およびサブスクリプション管理

レガシー プラットフォームの廃止

ニーズ

リサーチ

ソース

支払い
維持

買い替え

購入

受領

使用

お客様
とパートナーの

エクスペリエンス

ソフトウェアオペレーションのシンプル化



新しいパートナーセントラル

http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/tools/softw
are-operation.html

スマートアカウント・スマートライセンス、SaaS、
ELAのページを統合し、タブで切り替え可能

http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/tools/software-operation.html


その他の製品も順次対応予定

SaaS Annuity プログラムとは？

• Cisco SaaS ビジネスの次世代サブスクリプション販売プログラム

• 月次払い・年次払い・前払いが選択可能

• 契約の自動更新可能

• 見積、発注、プロビジョニング、サブスクリプション管理、請求書管理をCCWで統合処理

• ダイナミック構成による型番の大幅削減

• 現在の対象製品

• Spark/WebEx

• Umbrella

• CloudLock

• Cloud Email Security（SaaS用SKU利用時）

• Tetration



SaaS Annuity 製品のディスカウントについて

 ディスカウント率は製品によって異なります。
 一次店パートナー様およびディストリビュータ様は各製品のオーダーガ

イドをご参照ください。
 二次店パートナー様は各ディストリビュータ様にお問い合わせください。



見積・注文・アップセル

プロセスの概要



SaaSサブスクリプションの
初期発注とアップセル（契約内容変更）の概要

初期発注
・30人

契約開始

契約変更
・20人追加
→合計50人

2016/12/1 201712/1

契約変更
・Audio opt

追加

契約変更
・合計50人に対
する自動更新

設定

契約更新

2017/1/1 2017/3/1 2017/6/1

30人 50人

30人

20人

初期発注
CCWで見積・発注時に設定したパラメータが各種サービスシステム上に構築（プロビジョニン
グ）されて、エンドユーザに紐づくサブスクリプション契約が作成されます。

契約内容変更
CCWで初期サブスクリプションのパラメータ変更見積を作成し、発注します。
（契約人数の追加も、扱いは“初期契約の変更”であり、別契約の追加ではありません。）

注：SaaSサブスクリプションは１つなので、追加分は別の商流にすることはできません。



SaaS annuityのサイクル

Quote

A-SPK-NAMED-USER

ユーザ数 : 50

超過ストレージ : NO

希望開始日：2017/2/1

請求モデル：月払い
自動更新：12か月

Order

プロビジョニングパラメータ
Site URL : xxx.webex.cisco.com

Org name : eu

Partner admin : aa@p.com

Customer admin : bb@eu.com

CCW（パートナーツール）
各SaaSサブスクリプションの
サービスシステム

SKU: A-SPK-NAMED-USER

ユーザ数 : 50

超過ストレージ : NO

希望開始日：2017/2/1

請求モデル：月払い
自動更新：12か月

プロビジョニングパラメータ
Site URL : xxx.webex.cisco.com

Org name : eu

Partner admin : aa@p.com

Customer admin : bb@eu.com
サブスクリプション管理

サブスクリプション ID エンドカスタマー Web Order ID 月額 自動更新期間 終了日

Sub1010101 Abc university 11111111 xxxx 12か月 2017/7/20

Sub2020202 Xyz company 22222222 yyy 12か月 2017/10/31 ②サービス開始

③契約内容変更

①初期
発注

注：SaaS Annuity製品のみ発注する場合、SO番号は生成されません。WebOrder IDのみ生成されます。
注文にその他の製品（HWなど）が含まれる（ハイブリッド注文）場合、SO番号とWebOrder IDの両方が生成されます。



アップセルのプロセスの説明
初期発注とアップセルサイクル

初期発注

• 見積書の作成

• 見積書を注文に変換して発注

アップセル

• サブスクリプションの更新（Modify Subscription）

• 見積書の編集

• 注文に変換して発注

アップセル

• サブスクリプションの更新（Modify Subscription）

• 見積書の編集

• 注文に変換して発注

これで更新用の見積書が作成されます

注： サブスクリプションの更新時は、注文画面の[注文の
変更およびキャンセル（Change Order/Cancel 

Entire Order）]は使用できません。



SaaS Annuity パートナー

PPEオンボードプロセス



SaaS Annuity パートナーのオンボード
PPEオンボードプロセス

SaaS Annuity製品を販売するためにはPPE(Partner Program Enrollment)ツール
(http://cisco.com/go/ppe)でSaaS Subscription Resales Programを登録してください。
• Spark/WebExを販売する場合、以下のどちらかを選択してください。

 Simple Resale

 Resale Lifecycle Management（特定の資格認定が必要であり、VIPの特典があります。）
• Spark/WebEx以外の製品のみを販売する場合、Simple Resaleを選択してください。

登録するとBDOM（Bill Date Of Month：請求書発行日）指定欄がありますが、最初にSaaS Annuity

製品を発注した日にリセットされますので、CSCケースにて再設定依頼をお願いします。（CSCカテ
ゴリー： Program & Tool Support > Software Offer Support > Software as a Service - XaaS）
• BDOMは全製品ファミリーで共通です。
• エンドカスタマーがパートナーご自身の場合のみ、別のBDOMが設定されます。

その他の販売のために必要な要件は製品により異なりますので、各製品のオーダーガイドをご参照
ください。

http://cisco.com/go/ppe


BDOM（Bill Date Of Month）



BDOM(Bill Date Of Month)と請求金額
Monthly

例）
• BDOM=10日
• サブスクリプション開始日＝2017/1/20

• 当初の期間＝1年
• 請求モデル＝月々の請求（Monthly）
• 自動更新＝しない

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2017 2018

1/20 - 3/9 の月額固定費

1/20 - 2/9 の 超過費

1/20 2/10 3/10 4/10

3/10 - 4/9 の月額固定費

2/10 - 3/9 の 超過費

4/10 - 5/9 の月額固定費

3/10 - 4/9 の 超過費

1/10 2/10

1/10 - 1/19 の月額固定費

12/10 - 1/9 の 超過費

NA

1/10 - 1/19 の 超過費

開始日 終了日

1/19



BDOM(Bill Date Of Month)と請求金額
Prepaid

例）
• BDOM=10日
• サブスクリプション開始日＝2017/1/20

• 当初の期間＝1年
• 請求モデル＝前払い条件（Prepaid）
• 自動更新＝しない

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2017 2018

1/20 – 翌年1/19 の固定費

1/20 - 2/9 の 超過費

1/20 2/10 3/10 4/10

NA

2/10 - 3/9 の 超過費

NA

3/10 - 4/9 の 超過費

1/10 2/10

NA

12/10 - 1/9 の 超過費

NA

1/10 - 1/19 の 超過費

開始日 終了日

1/19



BDOM(Bill Date Of Month)と請求金額
Annual

例）
• BDOM=10日
• サブスクリプション開始日＝2017/1/20

• 当初の期間＝1年
• 請求モデル＝年次請求（Annual）
• 自動更新＝しない

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2017 2018

1/20 – 翌年1/9 の固定費

1/20 - 2/9 の 超過費

1/20 2/10 3/10 4/10

NA

2/10 - 3/9 の 超過費

NA

3/10 - 4/9 の 超過費

1/10 2/10

1/10 – 1/19 の固定費

12/10 - 1/9 の 超過費

NA

1/10 - 1/19 の 超過費

開始日 終了日

1/19



BDOM(Bill Date Of Month)と請求金額
日割り計算

日割り計算は月額基本料金を基に計算されます。
例）
・月額基本料金＝$10（1ユーザ毎）
・ユーザ数＝8

4月10日～4月30日（21日間）の費用＝ $10 * 8 * 21/30 = $56



期間と支払い

（Term & Payment）



期間と支払い（初期見積のTerm & Payment）（WebEx/Sparkの例）

リクエストされた開始日（Requested Start Date）

サービス開始希望日の指定
（注）実際の開始日は数日異なる場合があります。

自動更新期間(Auto Renewal Term)

契約自動更新時の次の契約期間

請求モデル（Billing Model)

サービス料金の支払い方法の選択

（注）年次請求（Annual）は運用が
複雑になるため、お勧めしません。

（注）超過費用があるサービスでは
BDOMに月次請求となります。

当初の期間（Initial Term)

初回契約期間を選択



期間と支払い（更新見積のTerm & Payment）（WebEx/Sparkの例）

変更の有効開始（Changes will take effect on）
期間と支払いの変更希望日です。
（注）同見積書内で期間と支払いの項目以外の
オプション（ユーザ数など）を変更する場合は変
更日は数日異なる場合があります。

• サービス期間や請求モデルを変更しない場合は [ サブ
スクリプション期間の変更（Change term of my

subscription） ]チェックボックスをクリックしないでくださ
い。

• チェックボックスをクリックすると右の様に変更可能項目
が表示されます。



基本ルールと例外処理（Spark/WebExの例）

* アップ/ダウンセルは契約人数増/減、ダウンセルはAdd-onオプションの削除などMonthly Paymentが低くなる変更を指す

初期発注 契約内容変更
途中解約

期間 自動更新 期間指定 アップセル ダウンセル

年単位
（12,24,36,48,60か

月から選択）

必須
（12か月のみ）

年単位 可 不可 不可

初期発注 契約内容変更
途中解約

期間 自動更新 期間指定 アップセル ダウンセル

12ヶ月以上の月
単位

選択 月単位 可 不可（応相談） 不可

 ① 基本ルール → AM によるシスコ社内承認・不要

 ② 例外処理 → AM によるシスコ社内承認・要

基本ルールは製品によって異なります。



各製品の基本ルールと条件

発注時の注意点などは製品によって異なりますので、各製品のオーダーガイドをご参照ください。

当初の期
間

自動更新
自動更新

期間
請求モデル

アップ
セル

ダウンセル 途中
解約

Renewalしない場合の
申請締め切り日

Spark

WebEx

1,2,3,4,5 

years
パートナーは
選択不可のた
め例外処理(*)

12 

months

Prepaid

Monthly

Annual(**)

可

不可（応相
談）

不可

Renewal予定日の1ヵ月前
までにAM（アカウントマ
ネージャ）に申請ください。

注意：分かり次第できるだ
け早くお知らせください。

Umbrella 1,3 years Prepaid 不可

Cloudlock 1,3 years Prepaid 不可

Cloud Email

Security
1,3,5 years

パートナーが
選択可能

Prepaid

Monthly

Quarterly

Annual(**)

不可

Tetration 1,3,5 years
パートナーが

選択可能
Prepaid

Annual(**)
可

* 自動更新にしておくと、お客様との継続確認のみ行えばよいため大変便利です。
自動更新をOFFにすることは例外処理であり、シスコAM（アカウントマネージャ）との入念な確認が必要なため、お勧めしません。

** 当初の期間が1年の場合、請求モデルでAnnualではなくPrepaidを選択してください。

2017年3月現在



既存サブスクリプションの

自動更新をOFFにする手順
（AMによる例外処理）



パートナーがサブスクリプ
ションの変更見積書を作り、
AMをアサインしてDIDと変更
項目を連絡

パートナー
アクション

AM
見積書をオープン、
Select Optionsで
Auto Renewalの
OFF設定を行う

シスコ承認 パートナーと
コラボレーション

発注

AMに
オフライン
で連絡

概要

注意:

自動更新をOFFにするために
はサブスクリプションの残期間
が1年以上必要となります。

2017年5月22日より、

この制約は無くなり、
残期間が1年未満でも

可能となりました。



契約内容変更の見積作成

[Modify Subscription] をクリックします。1

1

パートナー作業



契約内容変更の見積作成

[Modify Subscription] をクリックするとサブ
スクリプション変更の見積書ページに移動し
ます。

現在の自動更新設定（Auto Renewal 12ヵ
月)が表示されます。自動更新をOFFにする
にはシスコアカウントマネージャによるファイ
ナンスチームの承認取得が必要です。

[確認/送信（Review and Submit）] タブをク
リックして次に進みます。

1

1

1

2

2

パートナー作業



契約内容変更の見積作成

[確認/送信（Review and Submit）]
ページです。

[確認/送信（Review and Submit）]
ページの一番下までスクロールし、
[アカウントマネージャ（Account 
Manger）]セクションを検索します。

1

パートナー作業



契約内容変更の見積作成
1

2

2

2

3

3

1

2

3

4

4

見積を送付したいシスコアカウントマネージャを選択します。

適切なアカウントマネージャが表示されない場合はOtherを選択してメールアドレスを入力します。

Reason CodeにOtherを選択します。

Enter Reason Codeに「Auto Renewal OFF」と入力してSelect Account Managerをクリックします。

シスコアカウントマネージャに必ずオフライン（メールや電話）で、案件IDとともに例外処
理の内容（自動更新をOFF、終了日を変更しない、など）の詳細をお知らせください。

4

パートナー作業



シスコアカウントマネージャによる案件見積書の承認

1. シスコアカウントマネージャはパートナーから受けた案件IDを再オープンします。

2. Auto RenewalをOFFにします。

3. 社内承認を取得します。

4. パートナーにコラボレーションします。

シスコ アカウントマネージャ作業



承認済み見積書

AMが例外処理の承認取得済の見積書の変更内容を確認します。

[保存して続行（Save and Continue）] をクリックして見積を完了します。

見積書を注文に変換して発注します。クラウド/SaaS注文トレーニング資料を参照してください。

10

10

注意:

既存サブスクリプションの更新
の場合は初期見積時のディス
カウントが設定されますので、
見積書をそのまま注文に変換
してご発注頂けます。

11

12

11

パートナー作業

15ヵ月 ０ヵ月 毎月請求 1-Jan-2017

最初の期間 自動更新期間 請求モデル リクエストされた開始日



CCW上の、[クラウド/SaaS のサブスクリプション
（Cloud/SaaS Subscriptions）] より、対象となるサブスクリ
プションの詳細画面を開きます。

[Modify Subscription >] をクリックし、サブスクリプション変
更プロセスを開始します。

[オプションの編集（Edit Options）] をクリックします。

[サブスクリプション期間を変更（Change the terms of my 
subscription）] のチェックボックスをオンにします。

[変更の有効開始：]で変更希望日を既存契約の終了日+ 1 
日後に指定し 、[完了（Done）] をクリックします。

[保存して続行（Save and Continue）] をして見積を完了し
ます。

[承認のために見積書を送信（Submit Quote for 
Approval）] をクリックし、自動承認されましたら注文に変換
してご発注いただけます。

3

5

4

5

1 

2

注：WebEx/Sparkの場合は送信後、貴社担当CSM（webexjpcsm@cisco.com）まで、ご変更された旨ご連絡ください。

自動更新をONに変更して継続更新

4

6

7

mailto:webexjpcsm@cisco.com


前ページのステップ から の手順
を実施します。

[確認と送信（Review and Submit）]
ページを最下部までスクロールし、
[アカウント マネージャ（Account 
Manager）] セクションで Cisco AM を
選択します。

[承認のために見積書を送信（Submit 
Quote for Approval）] をクリックします。

シスコアカウントマネージャに必ずオフ
ライン（メールや電話）で、案件IDととも
に「自動更新をOFFに変更する」ようお
知らせください。

承認されたら、注文に変換して発注し
ます。

自動更新OFFのまま継続更新

1

7

6

7

8

8

9

注：WebEx/Sparkの場合は送信後、貴社担当CSM（webexjpcsm@cisco.com）まで、ご変更された旨ご連絡ください。

mailto:webexjpcsm@cisco.com


評価ライセンス



評価ライセンスについて

評価ライセンス

Spark/WebEx パートナー自身がCUWPクラウドを申請し、CCMのサイトを保有すると、
CCMサイトにてパートナーがお客様向けに発行可能です。（本番への移
行が可能）

Umbrella http://umbrella.cisco.com の“Start Free Trial”リンクから14日間の評価
ライセンスを申請可能です。

Cloudlock シスコ担当AMにご相談ください。

Cloud Email 

Security

http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/sell-integrate-

consult/technology/security/cloud-email-ces.html

に申請フォームを記入してシスコ担当AMにお知らせください。
Tetration シスコ担当AMにご相談ください。

http://umbrella.cisco.com/
http://www.cisco.com/c/ja_jp/partners/sell-integrate-consult/technology/security/cloud-email-ces.html


請求書に関する注意事項



サブスクリプションユーザ数の変更を行うと下記の2つの請求書が発行されます。

1. オリジナルのサブスクリプションの残存期間をキャンセルするクレジットメモ

2. ユーザ数を更新したサブスクリプションの残存期間の請求書
※オプションの追加（Room Registrationなど）のみの場合はクレジットメモは発行されません。

注文の変更による請求書とクレジットメモ



見積・注文におけるその他の注意点



アップセル

見積書および注文画面で、残存期間に関わらず1年分の価格が表示され、アップセルによる追加額
が表示されません。注文のディスカウントタブでDeltaアイコンをクリックすると、変更前と変更後の価
格およびそれらの差分が表示され、手動で計算をする必要がありません。

これは発注後のView Statusページにも反映されます。

CCW の[注文（Order）] の [ディスカウント(Discounts）] に (   ) アイコンが表示されます。1

1

※2017年5月20日のシステム変更で、見積書上でもこのDeltaアイコンが実装される予定です。



アップセル（続き）

Deltaアイコンをクリックすると、サブスクリプションの変更前とサブスクリプションの変更後の残存期間の価格が表
示されます。

アップセルの場合、月額と残りの期間の価格の、変更前と変更後の差分が表示されます。緑の上向き矢印( )
は価格の増分を示しています。

2

2

3

2

3

注文後の View Status 画面上でもこの差分を参照することが可能です。

※2017年5月20日のシステム変更で、見積書上でもこのDeltaアイコンが実装される予定です。



サービスシステム側で一部日本語をサポートしていないシステムがあるため、CCW上で日本語を入
力できてもProvision Detail画面内での日本語（マルチバイト文字）入力はお控えください。



[出荷 & インストール（Shipping and Install）] タブをクリックして、

エンド カスタマーの[住所のコピー先（Copy Address to）]の下
の[出荷先/サービス提供先住所（Shipping/Service To

Address）]リンクをクリックすると同じ住所がコピーされます。

プロビジョニング情報へも反映されますのでご確認ください。

2

1

2

注意点：
[サービス提供先住所（Service

To Address）] がエンド カスタ
マーの住所と同一であることを

ご確認ください。

[サービス提供先
（Service To 

Company）] がエンド カ

スタマー名であることを
確認

Spark/WebExプロビジョニング詳細画面

注文画面1

2

3

3

[サービス提供先（Service To）] と [エンド カスタマー（End Customer）] の住所の統一

コピー



1

ポップアップ メッセージで入力したサイトURLがす
でに存在していることを通知された場合：

[戻る（Return）] をクリックしてプロビジョニングに戻
ります。

[プロビジョニング（Provisioning）] タブで、[アクティ
ブなサブスクリプションをオーバーライドする
（Override Active Subscription）] チェックボックス
をクリックします。

[保存（Save）] をクリックします。

ポップアップ メッセージが再度表示された場合は、
[CCW を続行（Continue to CCW）] ボタンをクリッ
クして続行します。

2

プロビジョニング：移行（トランスファー）注文の場合

1

2

3

4

3

移行注文での
み

使用

4



注意:

アップセルで見積書内でユー
ザ数を追加した場合、注文の
Provision Detail内のライセ
ンス数は自動的に追加されま
せん。
・ Provision Detailの
View/Editをクリックして
・ Additional Site 

Informationタブ内のLicense

数を追加してください。

1

2

1

2

2

Meeting Center Licensesや
CMR Licensesも同様です。

←



変更アクティビティ 可 不可 注記

BID (Bill to ID)の変更

期間の変更 期間を変更すると開始日と終了日が変更されます。
終了日を変更したくない場合、シスコ担当営業のサポートが必要

自動更新をオフにする シスコ担当営業のサポートが必要

課金モデルの変更：
Monthly→Annual、Monthly→Prepaid、Annual→Prepaid

課金モデルの変更：
Annual→Monthly、Prepaid→Monthly、Prepaid→Annual

キャンセルし、新しく発注し直しが必要

[サービス提供先（Service To）] の変更 キャンセルし、新しく発注し直しが必要

Webexサイト管理者の変更 Customer Service Central にてケースオープンが必要

サブスクリプションサービスの追加または変更（ライセンス数
の追加、CMR、音声、ストレージ関連の変更など）

サブスクリプション オファーの差し替え

ダウンセル シスコ担当営業の承認が必要





既存のWebExのSaaS Annuityへの移行

既存のお客様のサブスクリプションを、旧WebEx からSaaS Annuityプログラムへ移行する

• 移行時には新規契約が交わされ、既存の WebEx サイトを移行
• 移行可能アカウント：GRA、GPL、Direct WebEx

• WebExの既存契約からSparkに移行する場合にはコモンアイデンティティ（CI）は使用不可
• 見積作成前に、ガバナンス チームによる移行の承認を得るために以下のURLにてリクエストが必要

 移行リクエストツール：http://try.webex.com/mk/get/ciscowebexmigration [英語]

http://try.webex.com/mk/get/ciscowebexmigration


SaaS Annuityへの移行における主な問題
問題 解決方法

• SaaS Annuity移行注文上で新URL追加ができない • 旧WebExで新URLを追加してから移行するか、移行注文後のプロビ
ジョニング後に貴社担当PSM/CSMにお問い合わせください。

• SaaS Annuity移行前に URL を追加するためには以下URLにて申
請してください。

https://cisco-support.webex.com/guest/WebEx_GPL_WebForm

• サイトURLのミスタイプ（例：cmrevent.webex.com とタイプ
するつもりでcmrevents.webex.comと誤記入）

• 正しいURLを入力します。

• ライセンス数量の間違い（複数サイトURLへのユーザの割
り当て間違い）

• 各サイトURLで分割されている正しいライセンス数量を再度確認しま
す。

• 言語追加の入れ忘れ • 言語追加はCCWでのModify subscriptionが必要で長時間を要する
ため、初期発注時に忘れずに追加してください。

• パートナー管理者のメールアドレスを個人アドレスにすると、
後に変更が必要となる

• メーリングリストのアドレスを入れておくと便利です。

https://cisco-support.webex.com/guest/WebEx_GPL_WebForm


サポート



XaaS お問合せ
パートナー向け

見積 ・ 発注 カスタマー サービス セントラル ポータルよりケースオープン
https://www.cisco.com/go/cs

＊サービスカテゴリは以下ご参照

請求 課金情報のクエリで参照する請求書については、コレクションチームへ問い合わせてください。
問い合わせ先：coll_japan@cisco.com

改訂版：2017 年 2 月

問題のタイプ ポータルのエントリ パス

注文の作成 [注文（Orders）] > [注文作成サポート（Order Creation Support）] > [XaaS New Renew Reactivate]

注文の変更 [注文（Orders）] > [変更（Changes）] > [Software as a Service – XaaS]

注文のステータス [注文（Orders）] > [注文のステータス（Order Status）] > [Software as a Service – XaaS]

注文のプロビジョニング [注文（Orders）] > [プロビジョニングのサポート（Provisioning Support）]

サブスクリプションの変更 [契約とライセンス（Contract and Licenses）] > [サブスクリプション管理（Subscription Management）]

その他の XaaS のサポート
[その他のサポート（Others）] > [ソフトウェアオファーのサポート（Software Offer Support）] > [Anything as a Service -

XaaS]

https://www.cisco.com/go/cs


Any Questions




