サービス

シスコ テクニカル サービス

シスコのハードウェア製品向けテクニカルサービス

Smart Net Total Care
概要

Cisco Smart Net Total Care（ SN TC ）は 、シスコのハードウェア製品のための基本的 なテクニカル サービスです。

の エキスパ ートによる技 術 支 援 や
IT インフラストラクチャへ の 保 守 サ ポ ートとして、Technical Assistance Center（TAC ）
ハードウェア製品用ソフトウェアのアップデート、代替パーツの配送などを提供します。
また、各デバイスのご契約サービスの一覧や契約ステータス、ソフトウェアのバージョン情報など、膨大なインベントリ情報
を一元管理するSNTCポータル機能もご利用いただけます。詳細は下記URLもあわせてご参照ください。

https://www.cisco.com/c/ja̲jp/services/technical/smart-net-total-care.html

迅速なトラブル解決支援
運用上のリスク低減

シスコの技術専門家が問題点を割り出し、お客様の問題解決を支援する
ことで、ネットワーク障害やシステムダウンを低減し IT サービス レベル
を改善します。
最新バージョンのソフトウェアの適用や、SNTCポータル（下記参照）
によるインベントリ内のアラート管理により、障害などのリスクを

迅速な
トラブル 解決
支援

最小限に留め、ビジネスの継続性の向上に貢献します。

運用コストとリソースの
最適化

24 時間/週 7 日/365 日
Cisco TAC
（Technical Assistance Center ）
による遠隔技術サポート

SNTC

ポータル

インベントリ情報や契約情報の管理など手のかかる工程を自動化させ、
運用コストやリソースの最適化を可能にします。

代替ハードウェアパーツの 配送
（最短 2 時間以内）
オプションで
オンサイト交換サービスも利用可能

ポータル

迅速な
トラブル
解決支援

ポータル

EoL（サポート終了製品）情報の
可視化と管理

SNTC

ポータル

シンプルな契約管理と
サービス更新管理

インベントリ情報の
可視化とレポート作成機能

SNTC ポータル
S NTC をご契約されますと、SNTC ポータルが無償でご利用いただけます。
このポータルでは、お客様のインベントリ情報とサービス契約などをグラフィカル
に一元管理することで 、運用を効率化します。

インベントリ情報管理
サービス契約管理

アラート、EOL 情報管理
S NTC ポータルをご利用いただくためには、無償のデータコレクターの
インストールと設定が必要となります。導入支援が必要な場合は
Cisco Smart Assist Service（有償）をご利用ください。
（プレミアム サービスのページを参照）
。

運用コストと
リソースの最適化

SNTC

インベントリ情報に関連する
セキュリティアラートの可視化と管理

SNTC

セルフ ヘルプ ツールと
オンライン情報、
サポート コミュニティが
Web 上でいつでも利用可能

Smart Net
Total Care

運用上の
リスク低減

最新 OS へのアップデートが
いつでも利用可能

運用上の
リスク
低減

SNTC

ポータル

TAC サポート申請時に必要な
インベントリ情報が簡単に入手可能

運用コストと
リソースの
最適化

プレミアム サービス
Smart Net Total Care をはじめとした基本的な製品サポート サービスに加え、お客様のニーズに合わせて SNTC ポータル
の導入支援や資産管理、専任チームが対応するプレミアム サービスもご用意しています。
製品サポート サービス

追加でご利用いただけるプレミアム サポート サービス

TS Advantage
Asset Management
Smart Assist
SNTC ほか

SNTC ポータルの
導入支援と

基本的な
製品サポート サービス

保守サービス

SNTC ほか

シスコの経験豊富な
専任技術チームが、
お客様の運用の最適化を
支援するプレミアム
サポート サービス

専任のアセット マネージャが
お客様のインベントリ情報を
レポートし、運用上の
リスク低減を支援する
サポート サービス

Asset Managementを同梱

Smart Assist を同梱

Smart Assist を同梱

SNTC ほか

SNTC ほか

TS Advantage

TS Advantage は、シスコの経験豊富な専任技術チームが、お客様の運用の最適化を支援するプレミアム サービスです。

ネットワーク インフラストラクチャ、アプリケーション、IT サービスの管理を最適化し、それによって運用効率を高め、ビジネスの中断を
最小限に抑えます。

提供するサービス内容の例

運用効率の向上：エスカレーション サポートや TAC サポートへのリクエスト管理と分析などを提供します。

ビジネス中断の最小化： 根本原因の分析や常時のインシデント管理などを提供します。
提供内容はご契約いただくサービス プラン
（ブロンズ、シルバー、ゴールド）によって異なります。

Cisco Asset Management Service

Cisco Asset Management Service は、大規模でダイナミックなネットワークを運営されているお客様向けのサポート サービスです。
ご利用中のシスコ資産をより適切に管理できるように、お客様専任のアセット マネージャがお客様のインベントリ情報をレポートします。

包括的なインベントリ情報（機器情報や EOL 情報、サービス契約情報など）を可視化させることにより、運用上のリスクを低減し、ライフ
サイクルの最適化を実現します。
お客様専任のアセット マネージャより、管理対象となっているシスコのハードウェアとソフトウェアについて下記のレポートを成果物として
提供します。

レポート内容：
資産の詳細情報
資産の追加、変更、削除といった変更履歴
資産に対するサポート サービス契約の有無

EoL（サポート終了製品）が近い資産の有無

シスコのデータ コレクターを導入されていないお客様には、シリアル ナンバーなどのインベントリ情報を
ご提示いただいたうえでサービスを提供します。

Cisco Smart Assist Service

Cisco Smart Assist Service は、SNTC に付加してご利用い
ただける サービスです。

S NTC ポータル機能を速やかにご利用いただくために、データ
コレクター の 導 入、SNTC ポ ータル へ の 接 続 サ ポ ート、
およびトレーニングを提 供します。また、導入後はポータル
およびコレクターに対する Cisco TAC サポートを提供します。

SNTC 契約
+
Smart Assist

提供内容

SNTC 契約のみ

SNTC ポータル機能の利用

●

●

導入サポート

お客様のセルフ サポート

シスコによるサポート

導入時のスマート機能
トレーニング

お客様のセルフ サポート

シスコによるサポート

インベントリ情報の調整

お客様のセルフ サポート

年 2 回実施

ポータルおよびコレクターに
対するテクニカル サポート

コミュニティ
（英語）サポート

TAC サポート

プレミアム
サービス
Smart
Net Totalサポート
Care 提供内容
シスコ テクニカル アシスタンス センター（ Cisco TAC ）による遠隔技術サポート

サービスに加え、お客様のニーズに合わせて
Smart
Net
Total Care をはじめとした基本的な製品サポート
SNTC ポータル
はシスコの認定資格を保有する高度な訓練を受けたネッ
トワークおよびソフトウェア
エンジニアの組織で、障害解決支援などのお問い合わせにEメールや
Cisco TAC
電話で24時間365日*お客様への技術支援を行っています。
の導入支援や資産管理、専任チームが対応するプレミアム
サポート サービスもご用意しています。
※日本の TAC では、
シビラティ（重大度）1 の障害に対して 24 時間 365 日の日本語サポートを提供します。
シビラティ 2 〜 4 のサポートは営業日および営業時間内に対応します。

製品サポート サービス
追加でご利用いただけるプレミアム サポート サービス
シビラティについては右記
URL をご参照ください。https://www.cisco.com/c/dam/assets/global/JP/services/portfolio/tss/pdf/Cisco̲TS̲Startup̲Guide.pdf

ハードウェア製品のソフトウェア アップデート

自動診断ツール（ Smart Call HomeTS機能
）
Advantage

シスコはネットワーク環境の変化に対応しソフトウェアの機能を改善するため、 ハードウェアをモニタリングし、デバイスの問題点を早期検知して改善依頼をお知
Asset Management
この機能をデバイスで有効にすると、問題が生じた場合に自
ルーターやスイッチのシステムソフトウェアである Cisco IOS などを常にアップ らせする機能です。
動的にケースが作成され、
TAC に伝達されます。
シスコの経験豊富な
デートしています。最新版ソフトウェアはCisco.comの専用ページから入手でき

Smart Assist

ます。

https://www.cisco.com/c/ja̲jp/services/technical/smart-call-home.html
専任技術チームが、

専任のアセット マネージャが
お客様の運用の最適化を
お客様のインベントリ情報を
支援するプレミアム
SNTC ポータルの
レポートし、運用上の
サポート サービス
TAC のエンジニアが、ネットワーク障害の原因がハードウェアの故障と特定した場合、契約したサービス レベルに応じて代替パーツの先出し配送を行います。
導入支援と
リスク低減を支援する
オンサイト付きサービスをご契約の場合は、フィールド エンジニアが機器の交換作業を行います。
保守サポート サービス
サポート サービス
選べるサービス レベル
内容
基本的な
Asset Management を同梱
サービス
製品サポート
障害原因箇所の特定および配送手配が営業時間内に完了した場合 、翌営業日に代替パーツを配送します
8h× 5d× NBD （オンサイト付き）

SNTC ほか
代替ハードウェアの配送

※ NBD : Next Business Day

SNTC ほか

SNTC ほか

オンサイト付きサービスの場合はフィールド エンジニアが機器を交換します。

SNTC ほか

。

障害原因箇所の特定および配送手配が営業時間内に完了した場合、4 時間以内に代替パーツを配送します。

8h× 5d× 4h（オンサイト付き）

TS Advantage

オンサイト付きサービスの場合はフィールド エンジニアが機器を交換します。

最小限に抑えます。

オンサイト付き サービスの場合はフィールド エンジニ アが機 器を交換します。

障害原因箇所を特定および配送手配完了後、4 時間以内に代替パーツを配送します。

24h× 7d× 4h（オンサイト付き）
オンサイト付きサービスの場合はフィールド エンジニアが機器を交換します。
お客様の運用の最適化を支援するプレミアム サポート サービスです。
TS Advantage は、シスコの経験豊富な専任技術チームが、
障害原因箇所を特定および配送手配完了後、
2 時間以内に代替パーツを配送します。
ネッ×
トワーク
インフラストラクチャ、
アプリケーション、
サービスの管理を最適化し、
それによって運用効率を高め、
ビジネスの中断を
IT
24h 7d× 2h（ オンサイト付き ）
※ 2 時間および 4 時間以内の配送サービスは、提供可能な地域に制限があります。
また、30kg 以上の重量パーツは配送の時間帯が異なります。 詳細はお買い求めの販売パートナーまでお問い合わせください。
提供するサービス内容の例
※サービス レベルの詳細については SNTC の Web サイトの資料で 確認することができます。
※ 障害箇所の特定および配送手配の営業時間外対応はシビラティ1の場合のみです。（2時間、4時間配送サービスの場合を含む）
サポートへのリクエスト管理と分析などを提供します。
運用効率の向上：エスカレーション サポートや
※ 詳細はSNTC の各種関連資料をご参照ください。https://www.cisco.com/c/ja̲jp/services/technical/smart-net-total -care.html

TAC

ビジネス中断の最小化： 根本原因の分析や常時のインシデント管理などを提供します。

提供内容はご契約いただくサービス
プラン
（ブロンズ、シルバー、
ゴールド）によって異なります。
オンライン
リソース（ Web
ベースの情報）
の提供

Cisco.com サポート ページ、サポート コミュニティでシスコ製品の技術情報やマニュアル、各種ドキュメントなど豊富な最新情報を公開しています。

https://www.cisco.com/c/ja̲jp/support/index.html
Cisco Asset Management
Service

Cisco.com サポート ページ

シスコ
サポート
コミュニティ
は、大規模でダイナミックなネットワークを運営されているお客様向けのサポート サービスです。
Cisco Asset
Management
Service https://supportforums.cisco.com/ja
ご利用中のシスコ資産をより適切に管理できるように、お客様専任のアセット マネージャがお客様のインベントリ情報をレポートします。

ポータル （機器情報や EOL
SNTC
包括的なインベントリ情報

情報、サービス契約情報など）を可視化させることにより、運用上のリスクを低減し、ライフ

お客様が所有するシスコ製品のインベントリ情報管理支援ツールです。
サイクルの最適化を実現します。

ご購入いただいた各製品の契約サービス一覧や契約ステータス、
OS のバージョン情報やアラート情報などを一元管理し、明確に把握することができます。
お客様専任のアセット マネージャより、管理対象となっているシスコのハードウェアとソフトウェアについて下記のレポートを成果物として
サービス契約一覧とサービス
レベル情報画面の例
提供します。

セキュリティ アラート情報画面の例

レポート内容：
資産の詳細情報
資産の追加、変更、削除といった変更履歴
資産に対するサポート サービス契約の有無

EoL（サポート終了製品）が近い資産の有無

シスコのデータ コレクターを導入されていないお客様には、シリアル ナンバーなどのインベントリ情報を
●

ご提示いただいたうえでサービスを提供します。
サービス契約一覧と
各デバイスにご契約いただいているサービス一覧とサービス レベルを参照することができます。

サービス レベル情報

●

●

日付などフィルタをかけることにより、各製品の OS
OS や製品、
Cisco Smart Assist
Service
提供内容

OS のバージョン情報

SNTC 契約
バージョン情報を確認することができます。
SNTC 契約のみ
+
Smart Assist
は、SNTC
Cisco Smart
Assist Service ハードウ
セキュ
リティ アラート情報
ェアに付加してご利用い
EOL アラート ......... ハードウェアの EOL が近づいたことをお知らせする機能

ただけるサポート サービスです。
ソフトウェア EOL アラート .......... 特定のソフトウェアのバージョンが終了に近づいたことをお知らせする機能
SNTC 契約によって利用可能
●
SNTC ポータル機能の利用
ポータル機能を速やかにご利用いただくために、
データ PSIRT
SNTC
（ Cisco Product Security Incident Response Team ）からの情報を含む
セキュリティ アラート .....................
導入サポート
お客様のセルフ サポート
シスコによるサポート
コレクター の 導 入、SNTC ポ ータル へ の 接 続 サ ポ ート、 脆弱性検知に特化したお知らせ機能

製品に脆弱性があ
導入時のスマート機能
およびトレーニングを提 供します。また、導入後はポータル ※ PSIRT とはセキュリティ専門のエンジニアを集めた極めて専門的なグループで、
お客様のセルフ サポート

およびコレクターに対する Cisco TAC

サポートを提供します。

シスコによるサポート
トレーニング
ると疑われる場合や、
お客様のネットワークに脅威が迫っている場合など、深刻なセキュリティ問題
に対処しています。詳しくはこちらをご覧ください。
インベントリ情報の調整
お客様のセルフ サポート
年 2 回実施

https://tools.cisco.com/security/center/home.x [英語]
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[英語]
ポータルおよびコレクターに
コミュニティ
（英語）サポート
TAC サポート
対するテクニカル サポート
https://www.cisco.com/c/ja̲jp/support/docs/csa/psirt-index.html
[日本語]

フィールド ノーティス アラート.... ハードウェア、ソフトウェアに関する、脆弱性以外の重要な問題をお知らせする機能

その他の製品向けテクニカル サービス一覧
シスコでは、製品向けの基本サービスとなる SNTC 以外にもお客様を支援する便利な保守サービスをご用意しています。

テクニカル サービス一覧
カテゴリ

サービス名

概要

基本サービス

※1

TAC

技術支援

Smart Net Total Care

ハードウェア
製品向け

代替パーツ HW用SW Cisco.com
配送
アクセス
アップデート

シスコの独自技術を結集したハードウェア製品の標準的
なサービス。TAC によるテクニカル サポートや代替パーツ
の配送、ソフトウェアのアップデートなどの技術支援や

●

●

●

●

●

―

インベントリ情報の管理を支援する専用のポータルを提

▲※ 3

●

▲※ 7

▲※ 8

―

―

Meraki RMA Only

Cisco Meraki 製品のハードウェア交換を提供するサービ
ス。Meraki TAC による技術支援は本サービスではなく、
クラウドサブスクリプションに紐付き提供されます。

―

●

―

●

―

―

夜間や休日を 通じて シビラティ
（重大度 ）に 関係 なく

●

●

●

●

●

―

テレプレゼンス製品を対象としたサービス。オプションでオ
ンサイト サポートが選択可能。

●

●

●

●

●

●

シスコ型番で Cisco UCS 製品とともに提供するサード
パーティ製ソフトウェアを対象としたサービス。該当製品の
発注時に初年度分の同時購入が必要。

●

―

―

●

―

● ※4

Solution Support

シスコとサ ードパーティの製品をソリューションレベル
で包括サポート（お客様でのメーカ切り分け不要）
※ SNTC を内包。

●

●

●

●

●

▲ ※5

SAS

シスコのソフトウェア製品を対象としたサービス。
メンテナンスリリースとマイナーリリースを提供。

●

―

―

●

―

▲ ※6

●

―

―

●

―

●

ソフトウェア
製品向け
Software Support
Services （ SWSS ）

Cisco UCS 製品専用のサポートサービス 。
24 時間体制で 日本語でサポートするサービス。※ 2

シスコの ソフトウェア製品を対象としたサービス。
メンテナンス リリース と マイナーリリ ースに加えて
メジャーリリースを提供。
該当ライセンスの発注時に初年度分の同時購入を推奨。

対象製品やサービス、パーツ配送サービスレベルによってサービス内容が異なる場合があります。
UCS 24 時間日本語サポート サービス以外の場合、シビラティ 1 のサービス リクエストについて 24 時間 365 日、日本語で対応します。
（重大度）
の設定がありません。Japan SMB TAC がシスコ営業日
（年末年始と祝祭日を除く平日）
の 9 〜 17 時に受付順に対応します。
Support Essentials には、シビラティ
Microsoft 製品はソフトウェアのアップデートのみ更新の対象です。
SWSS込みSolution Supportの場合のみ該当します。

※6 メンテナンスアップデートとマイナーアップデートのご提供となります。
※7 メンテナンスアップデートとリビルドアップデートのご提供となります。
※8 ゲストレベルのアクセス権となります。

UCS製品向け 24 時間日本語サポートサービス

Cisco UCS B シリーズブレードサーバ、C シリーズラックサーバー製品専用のサポートサービスです。
夜間や休日を通じて、シビラティ（重大度）に関係なく日本語による24時間体制で対象製品をサポート
します。 電話・リモートによる技術支援だけでなく、オプションのオンサイトサービスでも 24 時間対応で

エンジニアを派 遣し、お 客 様 サイトでの パーツ 交 換 を 実施します。また、Cisco SNTC の特長をそのま
ま提供しているため、Cisco.com で公開されている技 術 情報やマニュアル、各種ドキュメントなど、豊富な
情報にアクセスできるほか、必要に 応じてシステム ソフトウェアをダウン ロ ード して更新することができ

ます。

■ビジネス ニーズに合わせて柔軟に選択できるサービス内容

●
●
●

24 時間 365 日サポート（すべてのシビラティで日本語サポート）
障害発生時の交換パーツ配送は 2 時間または 4 時間のサービス レベルから選択可能

オンサイト サービス（オプション）※1
シスコとのサポート サービスの契約が別途必要

ドライブ リテンション サービス（オプション）※2
※1 サービス提供エリアの事前確認が必要です。

※2

ソフトウェア
アップグレード

ネットワークへの依存度が低いお客様向けに、基本サービ
スを限定的に提供するサービス。

TelePresence Essential
特定
Operate Service
テクノロジー
Independent Software
製品向け
Vendor (ISV) Application
Services

●

機能

Support Essentials

日本語サポート サービス

●

Smart

供するサービス。

UCS 24時間

※1
※2
※3
※4
※5

拡張サービス

故障したハード ディスクを返却せずに交換用ハード ディスクを入手できるサービス。オンサイト サービスの契約が必要です。

Cisco UCS 24時間日本語サポートサービスに 関するテクニカル サービスの詳細は、次の Web サイトや資料をご覧ください。
Cisco Uniﬁed Computing System

https://www.cisco.com/c/ja̲jp/services/technical/smart-net-total-care-ucs.html

Cisco テクニカルサービスご利用ガイド

https://www.cisco.com/c/dam/assets/global/JP/services/portfolio/tss/pdf/Cisco̲TS̲Startup̲Guide.pdf
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