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Cisco Web Usage Controls フィルタリング カテゴリ
Cisco® Web Usage Controls は、S シリーズの Cisco Web セキュリティ アプライアンスで
利用できる最先端の URL 分類ソリューションです。従来の URL フィルタリング ソリューショ
ンと比較して、不適切なコンテンツの識別率が 50 % 以上向上します。
製品概要
Talos Security Intelligence and Research Group（Talos）により有効になった Web セキュリティ アプライアンスは、あら
ゆる規模の組織の Web トラフィックに対してセキュリティ、制御、およびレポート機能を提供する非常にセキュアな Web
ゲートウェイです。Cisco AnyConnect® セキュア モビリティ クライアントを使用して、タブレットやスマートフォンなどのリ
モート ユーザおよびモバイル ユーザに Web セキュリティを拡張します。また、Cisco Identity Services Engine で生成さ
れたコンテキスト ユーザ情報を組み込むこともできます。
Usage Controls は、まだ表示されたことがないコンテンツをリアルタイムで分類することで従来の Web コンテンツもカバー
します。また、ブログ、ソーシャル ネットワーク、および Web クローラーが認識できないその他のアクセス制限コンテンツを
含む、動的 Web 2.0 コンテンツを幅広くサポートします。シスコ動的コンテンツ分析エンジンにより有効になったリアルタイ
ム分類機能は、不適切なコンテンツを幅広く制御します。

カテゴリ
シスコでは特定のカテゴリに属するサイトについて常に関連性を評価しており、優れた精度を実現しています。以下の表
に、Web サイトの分類に使用される標準カテゴリのアルファベット順のリストと説明を示します。
カテゴリ

略記

コード

説明

URL の例

成人向け

adlt

1006

成人向けですが、ポルノとは限りません。成人向けのナイトク
ラブ（ストリップ クラブ、スワッピング クラブ、同伴サービス、
ストリッパーなど）、セックスに関する全般情報（ポルノ以外も
含む）、性器ピアス、成人向けの製品やグリーティング カー
ド、健康や疾病関連以外の性行為に関する情報も含まれる
場合があります。

http://www.adultentertainmentexpo.com

Web ページに表示されることの多いバナー広告やポップアッ
プ広告、その他の広告コンテンツを提供している広告関連
Web サイト。広告サービスおよび広告営業は、「ビジネスと
産業」に分類されます。

http://www.adforce.com

飲酒、ビールやワインの製造、カクテルのレシピ、酒類販売
者、ワイナリ、ブドウ園、ビール醸造所、アルコール販売業
者。アルコール依存症は、「健康および栄養」に分類されま
す。バーおよびレストランは、「飲食」に分類されます。

http://www.samueladams.com

ギャラリーと展示会、芸術家と芸術、写真、文学と書籍、芸能
と劇場、ミュージカル、バレエ、博物館、設計、建築。映画お
よびテレビは、「エンターテインメント」に分類されます。

http://www.moma.org

広告

アルコール

芸術

adv

alc

art

1027

1077

1002

http://www.adultnetline.com

http://www.doubleclick.com

http://www.whisky.com

http://www.nga.gov

占星術

astr

1074

占星術、ホロスコープ、占い、数霊術、霊能者による助言、
タロット。

http://www.astro.com

オークション

auct

1088

オンライン オークションおよびオフライン オークション、競売
場、案内広告。

http://www.craigslist.com
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URL の例

カテゴリ

略記

コード

説明

ビジネスと産業

busi

1019

マーケティング、商業、企業、ビジネス手法、労働力、人材、
http://www.freightcenter.com
運輸、給与、セキュリティとベンチャー キャピタル、オフィス用 http://www.staples.com
品、産業機器（プロセス用機器）、機械と機械系、加熱装置、
冷却装置、資材運搬機器、包装装置、製造、立体処理、金属
製作、建築と建築物、旅客輸送、商業、工業デザイン、建築、
建築資材、出荷と貨物（貨物取扱業務、トラック輸送、運送会
社、トラック輸送業者、貨物ブローカと輸送ブローカ、優先
サービス、荷高と貨物のマッチング、追跡とトレース、鉄道輸
送、海上輸送、ロード フィーダ サービス、移動と保管）。

チャットおよびイ
ンスタント メッ
セージング

chat

1040

Web ベースのインスタント メッセージングおよびチャット
ルーム。

不正および盗用

plag

1051

不正行為を助長し、学期末論文（盗用したもの）などの書物を http://www.bestessays.com
販売したりします。
http://www.superiorpapers.com

児童虐待コン
テンツ

cprn

1064

世界的な規模の不法な児童性的虐待コンテンツ。シスコはす べてのお客様に対して児童虐待コンテンツを例外なくブロック
し、法的な理由からログを保持しません。このカテゴリは表示
されません。

コンピュータ
セキュリティ

csec

1065

企業およびホーム ユーザ向けにセキュリティ商品とサービス
を提供します。

http://www.computersecurity.com

コンピュータとイ
ンターネット

comp

1003

ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェア サポートなどのコン
ピュータとソフトウェアに関する情報、ソフトウェア エンジニア
向けの情報、プログラミングとネットワーキング、Web サイト
の設計、一般的な Web およびインターネット、コンピュータ
サイエンス、コンピュータ グラフィックスおよびクリップアート。
「フリーウェアおよびシェアウェア」は、別のカテゴリです。

http://www.xml.com

出会い系

date

デート、出会い系サイト、結婚紹介所。

http://www.eharmony.com

1055

http://www.icq.com
http://www.meebo.com

http://www.symantec.com
http://www.w3.org

http://www.match.com
デジタルはがき

card

1082

デジタル ポストカードと E カードの送信が可能です。

http://www.all-yours.net

飲食

food

1061

飲食施設、レストラン、バー、酒場、パブ、レストランのガイド
とレビュー。

http://www.hideawaybrewpub.com

DIY プロジェクト

diy

1097

エキスパートやプロフェッショナルのサポートなしで、オブジェ
クトや記事を作成、改善、変更、装飾、および修復するため
のガイダンスと情報。

http://familyhandyman.com

ブロードバンド リンクの IP アドレス。通常は、ホーム ネット
ワークへのアクセスを試行するユーザを示します。たとえば、
ホーム コンピュータへのリモート セッションの場合などです。

109.60.192.55

http://www.delivr.net

1091

http://www.restaurantrow.com
http://diy-tips.co.uk

ダイナミック IP
アドレスおよび
レジデンシャル
IP アドレス

dyn

教育

edu

1001

学校、カレッジ、大学、教材、教員の人材などの教育関連、技 http://www.education.com
術訓練および職業訓練、オンライン研修、教育に関する問題 http://www.greatschools.org
とポリシー、金融支援、学校助成金、基準と試験。

エンターテイ
ンメント

ent

1093

映画の詳細やディスカッション、音楽やバンド、テレビ、セレ
ブやファンの Web サイト、娯楽関係のニュース、セレブの
ゴシップ、娯楽スポット。「芸術」カテゴリと比較してください。

過激

extr

1075

性暴力または犯罪的な性質のサイト、暴力および暴力的行
http://www.car-accidents.com
為、悪趣味なサイト（死体画像などのむごたらしい写真が載っ http://www.crime-scene-photos.com
ていることが多い）、犯罪現場の写真、犯罪や事故の犠牲
者、過剰にわいせつな情報、衝撃的な Web サイト。

ファッション

fash

1076

衣類とファッション、美容室、化粧品、アクセサリ、宝石、香
水、身体の改造に関する写真や文、タトゥーとピアス、モデ
ル事務所。皮膚関連製品は「健康および栄養」に分類され
ます。
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カテゴリ

略記

コード

説明

URL の例

ファイル転送
サービス

fts

1071

ダウンロード サービスおよびホスティングによるファイル共有
の提供を主目的とするファイル転送サービス。

http://www.rapidshare.com

フィルタリング
回避

filt

1025

CGI、PHP、および Glype を使用した匿名プロキシ サービス
を含む匿名通信を促進および支援するサービス。

http://www.bypassschoolfilter.com

財務

fnnc

会計実務、会計士、課税、税金、銀行、保険、投資、国家経
済、あらゆる種類の保険、クレジット カード、退職後のプラン
と相続プラン、ローン、抵当権を含むパーソナル ファイナンス
などの金融が主体のサイト。株式は「オンライン トレード」に
分類されます。

http://www.finance.yahoo.com

1015

http://www.yousendit.com
http://www.filterbypass.com
http://www.bankofamerica.com

フリーウェアおよ
びシェアウェア

free

1068

フリー ソフトウェアおよびシェアウェア ソフトウェアのダウン
ロードを提供します。

http://www.freewarehome.com

ギャンブル

gamb

1049

カジノとオンライン ギャンブル、ギャンブルの胴元と賭け率、
ギャンブルに関する助言、ギャンブルのためのレース、ス
ポーツ ギャンブル、株式のスプレッド賭けサービス。ギャンブ
ル依存症に関する Web サイトは、「健康および栄養」に分類
されます。国営宝くじは、「宝くじ」に分類されます。

http://www.888.com

http://www.shareware.com
http://www.gambling.com

ゲーム

game

1007

さまざまなカード ゲーム、ボード ゲーム、ワード ゲーム、ビデ http://www.games.com
オ ゲーム、コンバット ゲーム、スポーツ ゲーム、ダウンロード http://www.shockwave.com
可能なゲーム、ゲームのレビュー、ゲーム攻略サイト、ロール
プレイング ゲームなどのコンピュータ ゲームとインターネット
ゲーム。

政府および法律

gov

1011

政府の Web サイト、外交関係、政府および選挙に関する
http://www.usa.gov
ニュースや情報、弁護士、法律事務所、法律関連の出版物、 http://www.law.com
法律関連の参考資料、裁判所、訴訟事件一覧表、法律関連
の協会などの法律分野に関する情報、立法および判例、市
民権問題、移民関連、特許、著作権、法執行制度および矯正
制度に関する情報、犯罪報道、法的措置、犯罪統計、軍事
（軍隊、軍事基地、軍組織）、テロ対策など。

ハッキング

hack

1050

Web サイト、ソフトウェア、コンピュータのセキュリティを迂回
する方法について記載しているサイト。

http://www.hackthissite.org

ヘイト スピーチ

hate

1016

社会集団、肌の色、宗教、性的指向、障害、階級、民族、
国籍、年齢、性別、性同一性を基に、憎悪、不寛容、差別を
助長する Web サイト。人種差別を扇動するサイト、性差別、
人種差別の神学、人種差別の音楽、ネオナチ組織、特定民
族至上主義、ホロコースト否定論。

http://www.kkk.com

ヘルス ケア、病気と障がい、医療、病院、医師、医薬品、メン
タル ヘルス、精神医学、薬理学、エクササイズとフィットネ
ス、身体障がい、ビタミンとサプリメント、健康面に関連した
セックス（病気とヘルス ケア）、たばこの摂取、アルコールの
摂取、薬の摂取、健康面に関連したギャンブル（病気とヘル
ス ケア）、一般的な食物、食物と飲料、料理とレシピ、食糧
と栄養、健康、ダイエット、レシピと料理の Web サイトを含む
料理、代替医療。

http://www.health.com

ジョーク、スケッチ、コミック、その他のユーモラスなコンテン
ツ。気分を害する可能性のあるアダルト ユーモアは「アダル
ト」に分類されます。

http://www.humor.com

プロフェッショナル ハンティングまたはスポーツ ハンティン
グ、ガン クラブ、およびその他のハンティング関連のサイト。

http://africanskyhunting.co.za

窃盗、不正行為、電話ネットワークへの不法アクセスなどの
犯罪を助長するサイト。コンピュータ ウイルス、テロリズム、
爆弾、無秩序、殺人や自殺を描写したものや、その実行方法
を記述した Web サイト。

http://www.ekran.no

健康および栄養

ユーモア

ハンティング

違法行為

hlth

lol

hunt
ilac

1009

1079

1098
1022
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カテゴリ

略記

コード

説明

URL の例

違法ダウン
ロード

ildl

1084

ソフトウェアまたは他の情報、シリアル番号、キー ジェネ
レータ、および著作権侵害でソフトウェアの保護を迂回する
ツールをダウンロードできる機能を提供するサイト。Torrent
は「ピアツーピア ファイル転送」に分類されます。

http://www.keygenguru.com

違法薬物

drug

気晴らしのためのドラッグ、ドラッグ摂取の道具、ドラッグの
購入と製造に関する情報。

http://www.cocaine.org

コンテンツ配信インフラストラクチャおよびダイナミックに生成
されるコンテンツ、セキュリティ保護されているためこれ以上
分類できないか、その他の理由で分類が困難である Web
サイト。

http://www.akamai.net

インターネットを使用した電話サービス。

http://www.evaphone.com

インフラストラク
チャおよびコンテ
ンツ配信ネット
ワーク

infr

インターネット
テレフォニー

voip

仕事検索

job

1047
1018

1067

http://www.zcrack.com

http://www.hightimes.com
http://www.webstat.net

http://www.skype.com
1004

キャリアに関する助言、履歴書の書き方と面接のスキル、
職業紹介サービス、職業データバンク、終身雇用職業紹介
所、人材派遣会社、企業の Web サイト。

http://www.careerbuilder.com

http://www.swimsuits.com

下着および水着

ling

1031

肌着と水着、特にモデルが登場するもの。

宝くじ

lotr

1034

懸賞くじ、コンテスト、および公営宝くじ。

http://www.monster.com

http://www.victoriassecret.com
http://www.calottery.com
http://www.flalottery.com
軍事

mil

1099

軍事、軍隊、軍事基地、軍組織、テロ対策。

http://goarmy.com
http://raf.mod.uk

携帯電話

cell

1070

ショート メッセージ サービス（SMS）、着信音と携帯電話のダ
ウンロード。携帯電話会社の Web サイトは、「ビジネスと産
業」に分類されます。

http://www.cbfsms.com
http://www.zedge.net

自然

natr

1013

天然資源、生態学および保護、森林、荒地、植物、花、森林
http://www.enature.com
保護、森林、荒地、林業活動、森林管理（植林、森林保護、
http://www.nature.org
保護、収穫、森林状態、間伐、山焼き）、農業活動（農業、
ガーデニング、園芸、造園、作付け、雑草防除、用水、剪定、
収穫）、公害に関する問題（大気質、有害廃棄物、公害防止、
リサイクル、廃棄物管理、水質、環境浄化産業）、動物、ペッ
ト、家畜、動物学、生物学、植物学。

ニュース

news

1058

ニュース、ヘッドライン、新聞、テレビ局、雑誌、天気、スキー
場の状態。

http://www.cnn.com

非政府組織

ngo

1087

クラブ、圧力団体、コミュニティ、非営利組織、労働組合など
の非政府組織。

http://www.panda.org

性的でない
ヌード

nsn

1060

ヌーディズムおよび裸体、裸体主義、ヌーディスト キャンプ、
芸術的裸体。

http://www.artenuda.com

オンライン コミュ
ニティ

comm

1024

アフィニティ グループ、特殊な関心のグループ、Web ニュー http://www.igda.org
スグループ、メッセージ ボード。「プロフェッショナル ネット
http://www.ieee.org
ワーキング」または「ソーシャル ネットワーキング」に分類され
る Web サイトは含まれません。

オンライン会議

meet

1100

オンライン会議、デスクトップ共有、リモート アクセス、およ
び複数ロケーションのコラボレーションを促進するその他
のツール。

http://webex.com

バックアップ、共有、ホスティング用オフサイトおよびピアツー
ピア ストレージ。

http://www.adrive.com

オンライン仲買、ユーザが株式をオンラインでトレードできる
Web サイト、株式市場に関係する情報、株式、担保、投資信
託、ブローカ、株価分析および解説、株式審査、株式チャー
ト、IPO、株式分割。株式に対するスプレッド ベッティングの
サービスは、「ギャンブル」に分類されます。その他の金融
サービスは「財務」に分類されます。

http://www.tdameritrade.com

オンライン スト
レージおよび
バックアップ

osb

オンライン ト
レード

trad

業務用電子
メール

pem

1066

1028

1085

news.bbc.co.uk
http://www.unions.org
http://www.naturistsociety.com

http://gotomeeting.com

http://www.dropbox.com

http://www.scottrade.com

Outlook Web Access などで業務上の電子メールにアクセス する際に使用する Web サイト。
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カテゴリ

略記

コード

説明

URL の例

超常現象

prnm

1101

UFO、幽霊、未確認動物、念力、都市伝説、神話。

http://phantomsandmonsters.com

パーク ドメイン

park

1092

広告ネットワークの有料のリストを使用してドメインからのトラ
フィックを金銭化する、または利益を求めてドメイン名の販売
を希望する「不法占拠者」が所有する Web サイト。有料広告
リンクを返す偽の検索 Web サイトも含まれます。

http://www.domainzaar.com

http://cryptozoology.com
http://www.parked.com

ピアツーピア
ファイル転送

p2p

1056

ピアツーピア ファイル要求の Web サイト。ファイル転送自体
のトラッキングは行いません。

http://www.bittorrent.com

個人サイト

pers

1081

個人の私的な Web サイト、個人のホームページ サーバ、個
人のコンテンツが公開されている Web サイト、特定のテーマ
がない個人ブログなど。

http://www.karymullis.com

http://www.limewire.com
http://www.stallman.org

パーソナル VPN

pvpn

1102

通常は個人が使用し、業務利用が承認されている（または承 http://bartvpn.com
認されていない）バーチャル プライベート ネットワーク（VPN） http://hotspotshield.com
サイト、または VPN ツール

写真検索および
画像

img

1090

画像、写真、クリップ アートの保存と検索を促進します。

政治

pol

1083

政治家の Web サイト、政党、政治、選挙、民主主義、投票に http://www.politics.com
関するニュースと情報。
http://www.thisnation.com

ポルノ

porn

1054

卑猥な文章または描写。卑猥なアニメーションや漫画、一般
的なアダルト描写、他のフェチ素材、アダルト チャット ルー
ム、セックス シミュレータ、ストリップ ポーカー、成人向け映
画、わいせつなアート、Web ベースの卑猥な電子メールなど
があります。

http://www.redtube.com

キャリアまたは専門性の開発を目的とするソーシャル ネッ
トワーキング。「ソーシャル ネットワーキング」も参照してく
ださい。

http://www.linkedin.com

http://www.flickr.com
http://www.photobucket.com

1089

http://www.youporn.com

プロフェッショナ
ル ネットワーキ
ング

pnet

不動産

rest

1045

不動産の検索をサポートする情報、オフィスと商業スペース、 http://www.realtor.com
不動産一覧、賃貸、アパート、住宅、住宅建設などの不動産 http://www.zillow.com
一覧。

参考資料

ref

1017

市と州のガイド、地図、時刻、参照先、辞書、ライブラリ。

宗教

rel

1086

宗教に関するコンテンツ、宗教に関する情報、宗教上のコミュ http://www.religionfacts.com
ニティ。
http://www.religioustolerance.org

SaaS および
B2B

saas

1080

オンライン ビジネス サービス向け Web ポータル、オンライン http://www.netsuite.com
ミーティング。
http://www.salesforce.com

子供向け

kids

1057

幼児を対象に、特に承認されたサイト。

科学技術

sci

1012

航空宇宙科学、電子工学、工学、数学、その他の類似の
主題、宇宙開発、気象学、地理学、環境、エネルギー（化石、
原子力、再生可能）、通信（電話、遠距離通信）などの科学
技術。

http://www.physorg.com

インターネット上の情報への検索エンジンおよびその他の初
期アクセス ポイント。

http://www.bing.com

http://www.europeanpwn.net

http://www.wikipedia.org
http://www.yellowpages.com

kids.discovery.com
http://www.nickjr.com

1020

http://www.science.gov

検索エンジンお
よびポータル

srch

性教育

sxed

1052

セックス、性の健康、避妊、妊娠を扱う、事実に基づく Web
サイト。

http://www.avert.org

ショッピング

shop

1,005

物々交換、オンラインでの購入、クーポンとフリー オファー、
一般的なオフィス消耗品、オンライン カテゴリ、オンライン
モール。

http://www.amazon.com

ソーシャル ネットワーキング。「プロフェッショナル ネットワー
キング」も参照してください。

http://www.facebook.com

1069

http://www.google.com
http://www.scarleteen.com
http://www.shopping.com

ソーシャル ネット
ワーキング

snet

社会科学

socs

1014

社会に関係する科学と歴史、考古学、人類学、文化考、歴史
学、言語学、地理学、哲学、心理学、女性学。

http://www.archaeology.org

社会および文化

scty

1010

家族と家族関係、民族性、社会組織、家系、高齢者、育児。

http://www.childcare.gov

http://www.twitter.com
http://www.anthropology.net
http://www.familysearch.org
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カテゴリ

略記

コード

説明

URL の例

ソフトウェア アッ
プデート

swup

1053

ソフトウェア パッケージの更新をホスティングする Web サ
イト。

http://www.softwarepatch.com

スポーツおよび
レクリエーション

sprt

1008

プロとアマチュアのすべてのスポーツ、レクリエーション活
動、釣り、ファンタジー スポーツ、公共公園、アミューズメント
パーク、親水公園、テーマ パーク、動物園、水族館、温泉。

http://www.espn.com

ストリーミング
オーディオ

aud

1073

インターネット ラジオやオーディオ フィードなどのリアルタイ
ムのストリーミング オーディオのコンテンツ。

http://www.live-radio.net

ストリーミング ビ
デオ

vid

1072

インターネット テレビ、Web キャスト、ビデオ共有などのリア
ルタイムのストリーミング ビデオ。

http://www.hulu.com

たばこ

tob

1078

たばこ専門 Web サイト、たばこ製造業、パイプと喫煙用商品
（不法ドラッグ使用のため販売されているものではない）。た
ばこ依存症は、「健康および栄養」に分類されます。

http://www.bat.com

個人輸送、車とバイクに関する情報、新車と中古車およびバ
イクの購入、カー クラブ、ボート、飛行機、レクリエーショナル
ビークル（RV）、その他の類似項目。自動車レースとバイク
レースは、「スポーツおよびレクリエーション」に分類されます。

http://www.cars.com

運輸

trns

1044

http://www.versiontracker.com
http://www.recreation.gov

http://www.shoutcast.com
http://www.youtube.com
http://www.tobacco.org

http://www.motorcycles.com

旅行

trvl

1046

ビジネス旅行と個人旅行、トラベル情報、トラベル リソース、 http://www.expedia.com
旅行代理店、休暇利用のパック旅行、船旅、宿泊施設、旅行 http://www.lonelyplanet.com
に関する輸送、航空券の予約、航空運賃、レンタカー、別荘。

未分類

-

-

シスコのデータベースに存在しない Web サイトは、レポート
のために未分類として記録されます。入力ミスした URL が
含まれます。

-

武器

weap

1036

銃販売者、銃のオークション、銃に分類される広告、銃の装
飾品、銃のショー、銃のトレーニングなどの通常兵器の購入
または使用に関連する情報、銃に関する一般情報、その他
の武器や関連画像が掲載されたサイトなどが含まれます。
政府軍に関する Web サイトは、「政府および法律」に分類さ
れます。

http://www.coldsteel.com

http://www.bluehost.com

Web ホスティ
ング

whst

1037

Web サイトのホスティング、帯域幅サービス。

Web ページ
翻訳

tran

1063

Web ページの言語間での翻訳。

Web ベースの
電子メール

mail

1038

公開された Web ベースの電子メール サービス。個人が
自分の会社の電子メール サービスを利用するための Web
サイトは、「業務用電子メール」に分類されます。

http://www.gunbroker.com

http://www.godaddy.com
babelfish.yahoo.com
translate.google.com
mail.yahoo.com
http://www.hotmail.com

注：Web Usage Controls で使用されるカテゴリおよびサイト分類は、予告なく変更される場合があります。URL の例は説
明・例示目的のためにのみ記載しています。

シスコが選ばれる理由
シスコは、あらゆる規模の組織のネットワーク使用状況の制御、コンプライアンス規制への準拠、ブランド価値とレピュテー
ションの保護を支援する高パフォーマンスのアクセプタブル ユース ポリシーの実施機能を提供します。シスコは、Web など
すべての通信チャネルにわたってセキュリティをモニタリングし実施するための包括的ソリューションは、組織のポリシーの
整合性を確保するうえで不可欠であると考えます。シスコは、この重要な機能に対して、簡単で導入しやすいソリューション
を提供しています。

Cisco Capital
目標の達成を支援するファイナンス
Cisco Capital® では、目標を達成し、競争力を維持するために必要なテクノロジーの取得を支援します。お客様の CapEx
を削減し、成功を加速させ、投資金額と ROI を最適化します。Cisco Capital ファイナンス プログラムは、お客様がハード
ウェア、ソフトウェア、サービス、および補完的なサードパーティ製機器を柔軟に取得できるようにします。また、それらの購
入を 1 つにまとめた計画的なお支払い方法をご用意しています。Cisco Capital は 100 ヵ国以上でサービスを利用できま
す。詳細はこちら

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.

6/7 ページ

関連情報
企業ネットワーク インフラの安全性、信頼性、そして管理性がシスコ製品によりどのくらい向上するかをご評価いただけるよ
う、シスコの営業担当者、チャネル パートナーおよびシステム エンジニアがサポートいたします。これらの業界トップクラスの
製品を使用することでメリットを得られるとお考えの場合は、866 428-9596（米国内またはカナダ）にお電話ください。または、
Web サイト（http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/websecurity/Products_Sub_Category_Home.html）に
アクセスしてください。
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