
  Part(s) Return Instructions 
 
We make the return process easy.  Save this packaging and use it to 
return the defective parts to us within 10 days. Follow the directions 
below to minimize follow-up contacts, and possible charges, from Cisco 
for damages related to unreturned hardware. 

 
How to request Pickup 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Please let us know if you have palletized return parts, a part over 50 kg, or any special instructions.  

 

Packing Instructions 

 Use the disposable grounding wrist straps to avoid static damage when handling parts. 

 Reuse the packaging from the replacement parts to return the replaced hardware. 

 Securely seal each box, attach the RMA label(s) and Return Waybill on the outside of each box. 

 Please fill in the Return Waybill (Pickup Address, Company Name, Contact Person, Department 
Name, Phone Number, Package Quantity) 
 

Additional Information for Returns 

 Pickup is between 9:00 to 17:00 next business day (Japan Local Time). Specific scheduled pickup 
is not available. 

 Cisco will not pay any non-Cisco appointed carrier 

 Once Cisco Service Parts Depot receives the defective parts, we are unable to return it to you. 
Please make sure to return appropriate parts. 

 If you wish return date extension, please email Asset Recovery Call Center to request an 
extension. Cisco will either approve or reject the request. 
 

Pickup Request and Questions 

  

Please contact Asset Recovery Call Center 
 
Email: asset-recovery-jp@cisco.com  
Phone: 0120- 445-240 (option# 3) 
Business Hour: 9:00 to 17:00 on weekdays 

 

Please note that we will continue to request unreturned parts until we receive your shipment.  

 

Return parts within 10 days!  

By Email / Phone By POWR Tool 

POWR (Product Online Web Returns) Tool 
http://www.cisco-global-returns.com/rmalogin.do 

You can login to POWR either Cisco.com account or 

RMA Number. 

※Please enter Return Waybill Number in “Special 

Site Instruction” 

 

Please provide following information to Asset 
Recovery Call Center via Email or Phone 

1.  Company Name 
2.  Pickup Address 
3.  Department Name 
4.  Contact Name 
5.  Contact Phone Number 
6.  RMA Number 
7.  Package Quantity 
8.  Total weight (Approximately) 
9.  Prepaid Return Waybill Number 

 

mailto:asset-recovery-jp@cisco.com
http://www.cisco-global-returns.com/rmalogin.do


        RMA交換品返却のご案内 

 
この製品は Advance Replacement Serviceによる RMA代替品です。 
梱包箱は交換品返却の為に保管し、10 日以内に下記手順にてご返却をお
願い致します。期日内にご返却頂けない場合、定価を請求させて頂くことが
ございます。 

 
集荷依頼方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

※パレットでのご返却、重量物（50kg以上）、集荷時の注意事項がございましたら、集荷依頼時にお知らせください。 

 

梱包に関するご注意 

 製品取り扱いの際には静電気防止用ストラップ（Disposable Grounding Wrist Strap）をご使用下さい。 

 RMA代替品の梱包箱は廃棄しないでください。交換品の返却に必要です。 

 各梱包箱を封印し、同封のRMAラベル及び返却伝票をを各箱に貼付して下さい。 

 返却伝票には荷送人住所 / 荷送人名(貴社名) / ご担当者名 / 部署名 / 電話番号 / 個数をご記入ください。 

 

その他 

 集荷は受付日の翌営業日 9時～17時の間です。また、時間指定は出来ませんのでご了承下さい。 

 アセットリカバリーコールセンター経由、もしくは POWR ツール経由でのご返却の場合、運送料金は弊社

にて負担させて頂きます。 

 ご返却頂きました製品は、再度お客様にお返しすることが出来ません。誤返却にご注意下さい。 

 止むを得ない事情により返却期限延長が必要な場合、弊社アセットリカバリーコールセンターまでご相談

下さい。 

 契約期日内にご返却頂けない場合、定価をご請求させて頂くことがございます。 

 

集荷のご依頼、返却に関するご質問 

  

アセットリカバリーコールセンターまでご連絡下さい。 
 
Email: asset-recovery-jp@cisco.com  

電話: 0120- 445-240 (オプション# 3) 

営業時間: 平日 9:00 ～ 17:00 

 

10日以内のご返却にご協力お願い致します！ 

Email・電話から POWRツールから 

POWR (Product Online Web Returns) ツール 

http://www.cisco-global-returns.com/rmalogin.do 

 Cisco.comアカウントでのログイン、もしくは RMA番
号でのログインが可能です 

 日本語表示、日本語入力が可能です 

※ツール上の「集荷先に関する特別な注意事項」欄
に返却伝票番号をご記入下さい。 

※平日 9時～17時に申請された集荷依頼分は、翌営
業日の集荷が可能です 

アセットリカバリーコールセンター宛に Emailもしく

はお電話で以下の情報をお知らせ下さい。 
 

1.  集荷先会社名 

2.  集荷先住所 

3.  部署名 

4.  ご担当者名 

5. 電話番号 

6.  RMA番号 

7.  梱包数 

8.  総重量（概算） 

9.  返却伝票番号 
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