June 10-14, 2018 ・Orlando, FL

IT プロフェッショナルが集う世界最大規模のイベント

Cisco Live!

2018 in Orlando のご案内

2018 年 6 月 10 日（日）〜 14 日（木）

Cisco Live! とは ?

Cisco Live! は、世界中の IT プロフェッショナルが一堂に会し、最先端のテクノロジーやソリューションに関する知

識やスキルを習得する機会を提供するとともに、さまざまな分野のエキスパートとのディスカッション、ネットワーキ

ングが可能なシスコが主催する世界最大級の IT イベントです。世界各国から約 3 万人が訪れ、計 1,000 を超え

るセッションや、300 社以上のパートナー企業による展示が行われます。

Cisco Live! 2018 in Orlando 開催概要
開催期間
主催者
会場

2018 年 6 月 10 日（日）〜 14 日（木）

開催地

アメリカ フロリダ州 オーランド
オーランドについて：
VisitOrlando. サイト（英語）：

Cisco Systems Inc.

http://ciscolive18.orlandomeetinginfo.com/

Orange County Convention Center
9800 International Drive, Orlando, FL 32819 www.occc.net

日本のお客様向け特別プログラム
日本から参加されるお客様向けに、特別プログラムをご用意します。

Cisco Live! 常連の方も、初めてという方も、より有意義な体験ができるよう、サポートいたします。
各プログラムの詳細につきましては、決定次第、ご案内いたします。

※プログラムの内容は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

1

Japan Reception（ジャパン レセプション）

日本から Cisco Live に参加される皆様のネットワーキング及
び親睦を深めるため、Japan Reception を開催いたします。
2017 年の Cisco Live Las Vegas で実施した際、参加され
たお客様から大変ご好評をいただきました。参加費は無料で
す。皆様のご参加をお待ちしております。

2

World of Solutions ブースツアー

シスコならびに 300 社を超えるシスコ パートナー様の最新
ソリューションの展示会場内のブースを、シスコのソリュー
ション スペシャリストがご案内します。（日本語対応）

3

Japan Session（ジャパン セッション）

スポーツとテクノロジー、スマートシティなどをテーマにした
特別セッションを実施します。

グローバル サイト
日本向けサイト

4

Keynote Sessions（基調講演）

Cisco Live! では、開催期間中、シスコの Key Executive や
ゲスト スピーカーによる大規模な基調講演が行われます。
日本から参加されるより多くのお客様に内容をご理解いただ
けるよう、日本語による同時通訳をご用意する予定です。

5

Option Tour（オプション ツアー）

シスコが 参 画している世 界 最 先 端 の Smart + Connected
Community「Lake Nona」へ の 見 学ツアーを実 施します。
イノベーション センターやスポーツ施設、最新テクノロジーが
導入されているゴルフ練習場などへの訪問を予定しています。

6

事前説明会の開催

日本から参加されるお客様向けに、事前説明会を国内にて開
催する予定です。現地でのプログラムの詳細やおすすめセッ
ションや見どころ、役立つ情報など、ご紹介したいと思います。

https://www.ciscolive.com/us/
https://www.cisco.com/jp/go/ciscolive

Cisco Live! 参加ご希望の方は、下記手順に沿って事前登録手続きをお進めください。

登録方法
1

＊登録の時期により、料金が異なりますのでご注意ください。

Cisco Live 2018 in Orland の 公 式 Web サ イト（英 語）にアクセスし、

「REGISTER NOW」のボタンをクリックします。

5

3

業種、社員数、ネットワーク プロジェクトの予定など、プロフィールに関す

るいくつかの質問に回答します。（選択式）

https://www.ciscolive.com/us/

2

「CONTINUE」をクリックし、Cisco Live に参加する目的、役割、職種、

CISCO LIVE PASSES の価格表の下にある「REGISTER NOW」を再度

6

クリックします。

「CONTINUE」をクリックし、
「Assumption of Risk, Waiver of Liability &

Indemnity Agreement」の内容を確認して、「Yes, I agree」にチェック

「CONTINUE」をクリックします。
し、

下図が表示されたら、新規ユーザの場合は、右側の「CREATE

ACCOUNT」をクリック、アカウントを登録します。

（過 去 Cisco Live に 参 加され たことがある方 は、新 規 登 録 は 必 要ありません。

7

ORDER 画面が表示されるので、Discount Code をお持ちの場合には

左側のボックスに Code を入力、そうでない場合は購入される PASS を

「Payment Type」で支払い方法を選択します。クレジットカー
クリックし、

その際に登録したメールアドレス、Password でログインしてください。
）

ドの場合、カード名義人、カード種類、カード番号、CVV（カード裏面の

３桁のセキュリティコード。AMEX の場合はカード表面右上の４桁の番号）

などを入力し、
「SUBMIT ORDER」をクリックします。

8

4

9

必要事項を入力（英語）し、Password を設定します。

2017 参加者の声

オーダーが完了すると、事務局から登録したメールアドレスに確認書

（Confirmation）が添付された登録確認のメールが届きます。

ホテルに関しても、申込が開始され次第、 Cisco Live のサイトに登録

アカウントでログインして手続きいただけます。（詳細は別途ご案内いた

します。）

ビジネス インパクト
が Cisco Live!
に参加した結果、
購入の可能性が
高まる

がシスコの
ビジョンと戦略が
明確だったと回答

ソーシャル メディア

が平均で 5 か月

オンサイトでのエグゼクティブ
1：1 ミーティングにおける
オポチュニティ価値

早く投資する
可能性が高くなる

前回、米国ラスベガスで開催された

Cisco Live! 2017 に参加された日本のお客様に、
Cisco Live! と、シスコの
スタジアム ソリューションが導入されている

業界標準より

8 ポイント高い数値

現地参加者

ブロード キャスト
視聴者

T-Mobile アリーナ見学の感想をいただいています。

ソーシャル インパクト
ステップで
電力発電を行い

メンション

6 月 26 日（月）の
Twitter で

米国内トレンド入り

のネパールの
学生に提供

イベントレポート & インタビュー ビデオを
ご覧ください。

https://www.cisco.com/jp/go/ciscolive2017
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