氏名又は名称

修理を行う事務所の名称及び所在地

Asurion Technology Japan 株式会社

・ Asurion Technology Japan株式会社

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー12階
2015/7/16 T000001 ・A1453 (Apple Inc.)
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池、その他の箇所（ディスプレイフレーム、サイドキーＦＰＣ、ホームボタンＦＰＣグラ
ンドクリップ、ホームボタンプレート、ホームボタンＦＰＣコネクタプレート、フロントカメ
ラＦＰＣ_ＡＳＳＹ、レシーバスピーカプレート、センサーガスケット、表示装置ＦＰＣプ
レート、電池コネクタプレート、ＳＩＭトレー、ラウドスピーカグランドクリップ、スピーカ
メッシュ、データコネクタワッシャー、ディスプレイグリップＬ、ディスプレイグリップＳ、Ｓ
ＩＭトレーレバー、グランドプレート、パワーキーＦＰＣパッド、リアカメラバンド、フラッ
シュプレート、延長フレックスＬ、延長フレックスS、フラッシュプレートテープ、バイブ
レータブラケット、ヘッドセットジャックグランドプレート、データコネクタプレート、デー
タコネクタ絶縁テープ、マイクメッシュ、バイブレータマイラー、ＳＩＭトレーパッド、フロ
ントカメラホルダー、外部ネジ、その他ネジ(23種類））
2015/10/14

・A1586 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池、その他の箇所（ディスプレイフレーム、ホームボタンＦＰＣ、ホームボタン両面
テープ、ホームボタンＦＰＣ両面テープ、ホームボタンプレート、フロントカメラＦＰＣ_Ａ
ＳＳＹ、レシーバスピーカガスケット、マイク／レシーバガスケット両面テープ、メインレ
ンズパット、カメラリング、近接センサーガイド、マイク／レシーバスピーカプレート、Ｓ
ＩＭトレー、ＳＩＭトレーレバー、ディスプレイクリップ、電池両面テープ、メイン基板延長
プレート、スピーカメッシュ、マイクメッシュ、スピーカメッシュ両面テープ、マイクメッ
シュ両面テープ、ボリューム／パワーキーガスケット、ボリューム／パワーキー両面
テープ、パワーキー／フラッシュＦＰＣ、パワーキー／フラッシュＦＰＣ両面テープ、ボ
リューム／ミュートキーＦＰＣ、ボリューム／ミュートキーＦＰＣ両面テープ、フラッシュ
マイククリップ、データコネクタＡＳＳＹ両面テープ、データコネクタ両面テープ、データ
コネクタブラケット、マイクサポート、ラウドスピーカクリップ、メイン基板延長プレート
R、メイン基板延長プレートL、サイドキーＦＰＣプレート、リアカメラマイラ、リアカメラプ
レート、データコネクタASSY／電池コネクタプレート、表示装置ＦＰＣプレート、外部ネ
ジ、その他ネジ31種）
・A1456 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池、その他の箇所（ディスプレイフレーム、ホームボタンＦＰＣ、サイドキーＦＰＣ、フ
ロントカメラＦＰＣ＿ＡＳＳＹ、レシーバスピーカプレート、センサーガスケット、表示装
置ＦＰＣプレート、電池コネクタプレート、ＳＩＭトレー、ＳＩＭトレーレバー、ラウドスピー
カコンタクトクリップ、ラウドスピーカグランドクリップ、スピーカプラスチックサポート、
プラスチックサポート、スピーカメッシュ、マイクブラケット、マイクガスケット、リアカメ
ラプレート、ラバーガスケット（リアフレーム）、ラバーガスケット（ＷｉＦｉアンテナ）、ディ
スプレイクリップＬ、ディスプレイクリップＳ、延長フレックスＬ、延長フレックスＳ、フラッ
シュプレート、フラッシュプレートパッド、フラッシュガイド、ミュートキープレート、接続
クリップ、電池両面テープ、ホームボタン両面テープ、ホームボタンＦＰＣ両面テープ、
サイドキーＦＰＣ両面テープ、アンテナＦＰＣ両面テープ、マイクメッシュ両面テープ、ス
ピーカメッシュ両面テープ、レシーバ両面テープ、ガスケットデータコネクタ両面テー
プ、マイクメッシュ、補助マイクメッシュ、データコネクタプレート、Ｌ字マイラー、セン
サーサポート、銅テープ、フロントカメラホルダー、ワッシャー、外部ネジ、その他ネジ
２２種）
・SO-01G (ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池、その他の箇所（表示装置ASSYフレーム、リアカバー、メインマイク・バイブレー
タ・サイドキーフレックスASSY、ボトムスピーカーホルダー、ボトムスピーカー、サイド
キーフレックスガイド、サブマイク・ヘッドセットジャックフレックス、ヘッドセットジャック
ホルダー、トップスピーカー、リアカメラ、リアカメラフレーム、フロントカメラ、フラッ
シュライトホルダー、SIMトレー、電池、サブマイクホルダー、インジケーター、銅テー
プ、バイブレーターカバー、カプトンテープ、マイラーテープ、ＵＳＢコネクタキャップ、
SIMスロットキャップ、ラバーガード、ネジ2種、充電端子フレックスASSY、電池固定両
面テープ、ＵＳＢコネクタ）
・P-01B (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

・P-01C (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-01E (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-01F (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-01G (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-02B (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-02C (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-03A (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-03B (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-03C (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-03D (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-04B (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-04C (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-05A (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-05B (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-05C (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

・P-06A (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-06B (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-06C (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-07A (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-07B (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-08A (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-09A (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-10A (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・FOMA P706ie (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-01D (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-02D (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-02E (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-03E (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-04D (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-05D (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

・P-06D (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-07C (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-07D (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P-08D (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
2015/11/30

・honor 6 plus (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・P8 lite (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・Ascend Mate7 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・S8-702uj (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・DAV-702L (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・A1524 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池、その他の箇所(ディスプレイフレーム、ホームボタンＦＰＣ、ホームボタン両面
テープ、ホームボタンＦＰＣ両面テープ、ホームボタンプレート、フロントカメラＦＰＣ＿
ＡＳＳＹ、レシーバスピーカガスケット、マイク／レシーバガスケット両面テープ、メイン
レンズパット、カメラリング、近接センサーガイド、マイク／レシーバスピーカプレート、
ＳＩＭトレー、ＳＩＭトレーレバー、ディスプレイクリップ、電池両面テープ、メイン基板延
長プレート、スピーカメッシュ、マイクメッシュ、スピーカメッシュ両面テープ、ボリュー
ム／パワーキーガスケット、ボリューム／パワーキー両面テープ、パワーキー／フ
ラッシュＦＰＣ、パワーキー／フラッシュＦＰＣ両面テープ、ボリューム／ミュートキーＦ
ＰＣ、ボリューム／ミュートキーＦＰＣ両面テープ、フラッシュマイククリップ、データコネ
クタＡＳＳＹ両面テープ、データコネクタ両面テープ、データコネクタブラケット、マイク
サポート、ラウドスピーカブラケット、メイン基板延長プレートＬ、メイン基板延長プ
レートＲ、ホームボタン延長ＦＰＣ、サイドキーＦＰＣプレート、リアカメラガスケット、リ
アカメラプレート、データコネクタＡＳＳＹ／電池コネクタプレート、表示装置ＦＰＣプ
レート、ホームボタン延長ＦＰＣ両面テープ、フラッシュＦＰＣ両面テープ、外部ネジ、そ
の他ネジ３１種、ネジマウント)
・SO-02G (ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池、その他の箇所(バイブレータ／サイドキーＦＰＣ、ヘッドセットジャックＡＳＳＹ、リ
アカメラプレート、サブマイクホルダー、バイブレータカバー、ＩＭＥＩラベル、電池固定
両面テープ、ＵＳＢコネクタ／ＳＤスロットキャップ、ＳＩＭスロットキャップ、タッチパネ
ル保護シート、リアカバー保護シート、ＵＳＢコネクタ、ネジ３種)

2015/12/25

2016/5/24

・P-01H (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・A1688 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池、その他の箇所(ディスプレイフレーム、ホームボタンＦＰＣ、ホームボタン両面
テープ、ホームボタンＦＰＣ両面テープ、ホームボタンプレート、フロントカメラＦＰＣ＿
ＡＳＳＹ、レシーバスピーカガスケット、マイク／レシーバガスケット両面テープ、カメラ
リング、近接センサーガイド、マイク／レシーバスピーカプレート、ＳＩＭトレー、ディス
プレイクリップ、電池両面テープ、メイン基板延長プレート、スピーカメッシュ、マイク
メッシュ、スピーカメッシュ両面テープ、ボリューム／パワーキーガスケット、サイド
キーＦＰＣ、サイドキーＦＰＣ両面テープ、フラッシュクリップ、データコネクタＡＳＳＹ両
面テープ、データコネクタ両面テープ、マイクサポート、メイン基板延長プレートＲ、サ
イドキーＦＰＣプレート、リアカメラプレート、データコネクタＡＳＳＹ／電池コネクタプ
レート、表示装置ＦＰＣプレート、フラッシュＦＰＣ両面テープ、アンテナＦＰＣガスケッ
ト、イヤフォンジャックブッシュ、マイク／レシーバスピーカプレートシート、外部ネジ、
その他ネジ２２種)

・A1687 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池、その他の箇所(ディスプレイフレーム、ホームボタンＦＰＣ、ホームボタン両面
テープ、ホームボタンＦＰＣ両面テープ、ホームキー保持プレート、フロントカメラＦＰＣ
＿ＡＳＳＹ、レシーバスピーカガスケット、マイク／レシーバガスケット両面テープ、カメ
ラリング、近接センサーガイド、レシーバスピーカプレート、ＳＩＭトレー、電池両面
テープ、スピーカメッシュ、マイクメッシュ１、スピーカメッシュ両面テープ、ディスプレイ
保持クリップ①、ボリューム／パワーキーガスケット、ボリューム／サイレントキーフ
レックス、サイドキーＦＰＣ両面テープ、データコネクタＡＳＳＹ両面テープ、データコネ
クタ両面テープ①、データコネクタ両面テープ②、メイン基板エクステンション、保持プ
レート、リアカメラプレート、データコネクタ／バッテリープレート、表示装置ＦＰＣプ
レート、フラッシュＦＰＣ両面テープ、同軸ケーブル固定シート、マイクメッシュ２、イヤ
フォンジャックブッシュ、ＵＳＢコネクタプレート、フラッシュ／マイク保持クリップ、ディ
スプレイ保持クリップ②、ディスプレイ保持クリップ③、同軸ケーブルクリップ、アンテ
ナネジ隠しシール、カメラシート、カメラエクステンション、電源サイドキー／フラッシュ
フレキ、外部ネジ、その他ネジ６３個)
2016/10/3

・P-01J (パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社.)
【修理の箇所】
全ての箇所（集積回路及びフィルターを除く設計に合致する修理）
・CRR-L09 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・KII-L22 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・G6-L22 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・G620S-L02 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・M2-802L (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

2017/2/6

・A1567 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
・A1652 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

2017/4/25

・FRD-L02 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・EVA-L09 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・VNS-L22 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

2017/9/22

・A1723 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
・A1779 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
・A1785 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
・PRA-LX2 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

2018/2/16

・WAS-LX2J (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）
・STF-L09 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

2018/5/18

・A1906 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
・A1898 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
・FIG-LA1 (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

2018/8/13

・ANE-LX2J (華為技術日本株式会社)
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

氏名又は名称
株式会社クレア

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートドクタープロ大阪心斎橋本店

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-9 商都ビル１Ｆ

・ スマートドクタープロ京都河原町店

京都府京都市下京区四条通寺町東入御旅宮本町７番地
常磐ビルB1

・ スマートドクタープロ神戸三宮店

兵庫県神戸市中央区北長狭通2-30-51

・ スマートドクタープロ福岡天神店

福岡県福岡市中央区天神2-4-11

・ スマートドクタープロ梅田大阪駅前店

大阪府大阪市北区芝田2-2-4 合同屋ビル１F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2015/11/16 T000002 ・A1586 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
2016/8/9

・A1453 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

2017/4/6

・A1524 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

【更新 2018/10/3】

・A1687 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
・A1688 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
・A1723 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
2017/7/13

・A1779 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
・A1785 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

2018/10/3

・A1898 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
・A1902 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
・A1906 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
モバイルケアテクノロジーズ株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ モバイルケアテクノロジーズ株式会社
【更新 2017/7/28】

神奈川県横浜市都筑区池辺町４３８８ 港北住倉ビルディ
ング

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2015/12/10 T000003 ・A1453 (Apple Inc.)
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池、その他の部
品（SIMトレイ、ホームボタン・タッチIDユニットFPC固定カバー、LEDフラッシュライト固
定カバー、ホームボタン・タッチIDユニット固定カバー、イヤスピーカ固定カバー、ス
ピーカ部フィルター、マイク部フィルター）
2016/3/31

・A1456 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池、その他の
箇所(SIMトレイ、ホームボタンユニット、ホームボタン、イヤスピーカ固定カバー、フ
ロントカメラ・センサFPC、マイク部フィルター、スピーカ部フィルター)

・A1586 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池、その他の
箇所(SIMトレイ、イヤスピーカ固定カバー、フロントカメラ・センサFPC、スピーカ部フ
ィルター、マイク部フィルター)

・A1524 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池、その他の
箇所(SIMトレイ、イヤスピーカ固定カバー、フロントカメラ・センサFPC、スピーカ部フ
ィルター、マイク部フィルター)

2016/6/29

・A1688 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池、その他の
箇所(SIMトレイ、イヤスピーカ固定カバー、フロントカメラ・センサFPC、スピーカ部フ
ィルター、マイク部フィルター)

・A1687 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池、その他の
箇所(SIMトレイ、イヤスピーカ固定カバー、フロントカメラ・センサFPC、スピーカ部フ
ィルター、マイク部フィルター)

氏名又は名称
スマホステーション株式会社

・ スマホステーション株式会社
本社内スマホ修理センター

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－１６ コピス吉祥寺Ｂ１
2016/6/16 T000004 ・A1453 (Apple Inc.)
Ｆ
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－１ いなりやビルＢ
Ｍ２Ｆ

・ スマホステーション株式会社
スマホデータ復旧センター

東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－１ いなりやビルＢ
Ｍ２Ｆ

・ スマホステーション三軒茶屋店

東京都世田谷区三軒茶屋2-13-13

・ スマホステーション 深井店

大阪府堺市中区深井沢町3290番地 深井プラザE-2

・ スマホステーション 土浦ピアタウン店

茨城県土浦市真鍋新町18-13 ピアタウン1F

・ スマホステーション 横浜駅前店

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマホステーション吉祥寺店

【更新 2018/4/1】

2018/2/23

・A1586 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
・A1524 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
・A1688 (Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社イー・トラックス

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートドクタープロ高槻店

大阪府高槻市城北町2丁目 ミング・阪急高槻 2Ｆ

・ スマートドクタープロゆめタウン広島店

広島県広島市南区皆実町2丁目8-17 ゆめタウン広島3Ｆ

・ スマートドクタープロ茨木店

大阪府茨木市永代町1-5 ロサヴィア1階

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2016/9/6 T000005 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
2017/5/25

【更新 2018/6/15】

A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1524（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1723（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

2017/7/14

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1785（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

2018/10/3

・A1898 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
・A1902 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
・A1906 （Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
iCracked Japan株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ iCracked Store 渋谷

東京都渋谷区、宇田川町12-10

・ iCracked Store 心斎橋

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 ビッグステップ1F

・ iCracked Store さっぽろポールタウン

札幌市中央区南3条西3丁目10番地4地先道路、
南4条西3丁目9番地5地先道路10番4の3の一部

・ iCracked Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋百貨店 池袋ロフ
ト内

・ iCracked Store 吉祥寺

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-3

・ iCracked Store ベイシア前橋モール

群馬県前橋市上泉町680-1 ベイシア前橋モール店内

・ iCracked Store 町田

東京都町田市原町田6-10-19 アロービル1F

・ iCracked Store 梅田ロフト

大阪府大阪市北区茶屋町16-7 梅田ロフト内

・ iCracked Store 調布

東京都調布市小島町2-51-3 嶋静ビル1F

・ iCracked Store MORIOKA TSUTAYA

岩手県盛岡市本宮4-40-20

・ iCracked Store 横浜ロフト

神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7F

・ iCracked Store あべのロフト

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 あべのロフト内

・ iCracked Store 府中

東京都府中市宮町1-10-59

・ iCracked Store 札幌ロフト

北海道札幌市中央区5-2-1 エスタ6F

・ iCracked Store 京都ロフト

京都府京都市中京区河原町通三条下る大黒町58 京都ロ
フト内

・ iCracked Japan トレーニングセンター

東京都豊島区西池袋1-7-10 ビルドT9ビル8F

・ iCracked Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト内

・ iCracked Store 天神ロフト

福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25 天神ロフト内

・ iCracked Store カインズ上里本庄

埼玉県児玉郡上里町大字神保原町字北稲塚1845

・ iCracked Store 千葉ロフト

千葉県千葉市中央区新町1000 そごう千葉店8F

・ iCracked Store 新宿

東京都新宿区新宿3-28-5 キーストンビル別館

・ iCracked Store 立川ロフト

東京都立川市曙町2-7-17 立川ロフト内

・ iCracked Store 上大岡

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 ミオカ3F

・ iCracked Store TSUTAYA 新涯

広島県福山市新涯町3-21-11

・ iCracked Store 嵐山

埼玉県比企郡嵐山町菅谷539-11

【更新 2018/3/7】

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2016/9/16 T000006 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、バイブレータ、電池
2017/2/7

A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池
A1456（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池
A1524（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池
A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池
A1723（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池

2017/3/28

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池
A1785（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池

2018/6/26

A1906（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池
A1898（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、電池
A1902（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社ゲオ

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ 札幌流通
・ GMB札幌狸小路4丁目店

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8-1 ディノス札幌白
2016/10/3 T000007 A1586（Apple Inc.）
－
石ビル2F
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
北海道札幌市中央区南二条西4丁目9番地2
電池

・ GEO札幌手稲店

北海道札幌市手稲区前田六条13丁目1番15号

・ GEO札幌環状通東店

北海道札幌市東区北十四条東15丁目3番10号

・ GEO苫小牧新生台店

北海道苫小牧市双葉町1丁目22番

・ GEO旭川大町店

北海道旭川市大町二条8丁目77番地の2

・ GEO函館昭和店

北海道函館市昭和3丁目24番18号

・ GEO北見南大通店

北海道北見市とん田西町248番地2

・ 高崎流通

群馬県高崎市剣崎町195

・ GEO笠懸店

群馬県みどり市笠懸町阿佐美143番地

・ GMB川口樹モール店

埼玉県川口市栄町3丁目10番16号 吉田ビル1F

・ GEO大宮駅前店

埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目5番地4 中西ビル1F

・ GEO草加新田店

埼玉県草加市旭町1丁目381番地1

・ GEOフレスポ八潮店

埼玉県八潮市大瀬1丁目1番地3

・ GEO富里店

千葉県富里市七栄575番地

・ GEO葛西駅前店

東京都江戸川区東葛西6丁目5番3号 第3吉田ビル1F

・ GEO西新井店

東京都足立区梅島3丁目32番6号 第8矢野新ビル1&2F

・ GMBアキバ店

東京都千代田区外神田1丁目14番1号

・ GEO池袋北口店

東京都豊島区西池袋1丁目29番14号 オリエント池袋

・ GEO中野ブロードウェイ店

東京都中野区中野5丁目52番15号

・ GMB渋谷センター街店

東京都渋谷区宇田川町28番14号 竹内ビル1F･B1F

・ GMBアリオ葛西店

東京都江戸川区東葛西9丁目3番3号 アリオ葛西2F

・ GMB吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目1番1号 三上ビル

・ GEO金沢御経塚店

石川県野々市市御経塚5丁目62番地

・ GEO静岡東急スクエア店

静岡県静岡市葵区伝馬町6番地の1 静岡東急スクエア
B1F

・ 名古屋流通

愛知県名古屋市中川区二女子町3-15

・ GMB名古屋大須万松寺通店

愛知県名古屋市中区大須3丁目25番24号

・ GMB名古屋大須新天地通店

愛知県名古屋市中区大須3丁目20番12号

2017/2/3

A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1524（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

2018/5/23

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

・ GMB名古屋栄森の地下街店

愛知県名古屋市中区栄3丁目5番12号 森の地下街中央
一番街18番

・ 岩倉物販流通

愛知県岩倉市八剱町井ノ下1番地の1

・ GMB京都新京極店

京都府京都市中京区新京極通蛸薬師下る東側町535番地

・ GEO大阪日本橋店

大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目11番1号

・ GMB大阪なんば店

大阪府大阪市中央区難波千日前7番8号 タガワビル 1F

・ GMB大阪駅前第3ビル店

大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号 大阪駅前第3ビル
B2F

・ GEO八尾店

大阪府八尾市東本町4丁目2番50号

・ GEOくらわんか枚方店

大阪府枚方市池之宮1丁目2番12号

・ GMB神戸三宮店

兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目9番3号 ウエストモンド
ビル1F

・ GEO下中野店

岡山県岡山市北区下中野465番地の4

・ GEO福山みどりまち店

広島県福山市浜松町3丁目8番38号

・ GEO丸亀南店

香川県丸亀市田村町平池823番地1

・ GEO今治鳥生店

愛媛県今治市南鳥生町3丁目1番19号

・ 福岡流通

福岡県福岡市博多区那珂4丁目20番33号

・ GMB博多駅筑紫口店

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番28号 博多偕成ビ
ル1階

・ GEO福岡博多口店

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号

・ GEO福岡西新店

福岡県福岡市早良区西新4丁目8番20号

・ GEO北九州中津口店

福岡県北九州市小倉北区中津口2丁目2番16号

・ GEO那覇新都心店

沖縄県那覇市おもろまち4丁目3番22号

【更新 2018/5/23】

氏名又は名称
株式会社AppBank Store

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ 株式会社AppBank Store

東京都新宿区新宿2-13-10 武蔵野ビル6F

・ Sma-cle AppBank Store うめだ

大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジ
キャピタル2階

・ Sma-cle AppBank Store 新宿サブナード

東京都新宿区歌舞伎町1丁目サブナード1号及び新宿3丁
目サブナード1号

・ Sma-cle AppBank Store くずはモール

大阪府枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール ミドリノ
モール3F

・ Sma-cle 京成船橋競馬場店

千葉県船橋市宮本8丁目42番1 船橋競馬場駅構内

・ Sma-cle AppBank Store 柏

千葉県柏市柏1-1-11 ファミリかしわ2F

・ Sma-cle ブックオフ町田中央通り店

東京都町田市原町田4-4-8

・ Sma-cle TSUTAYA あべの橋店 モバイル
コーナー

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-34

・ Sma-cle TSUTAYA北千住店

東京都足立区千住2-25

【更新 2018/2/1】

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2016/10/19 T000008 A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
電池、カメラ、スピーカ、表示装置、バイブレータ、操作ボタン
A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
電池、カメラ、スピーカ、表示装置、バイブレータ、操作ボタン
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
電池、カメラ、スピーカ、表示装置、バイブレータ、操作ボタン
2017/6/21

A1524（Apple Inc.）
【修理の箇所】
電池、カメラ、スピーカ、表示装置、バイブレータ、操作ボタン

2018/3/26

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
電池、カメラ、スピーカ、表示装置、バイブレータ、操作ボタン

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
エース株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートドクタープロ和歌山岩出店

和歌山県岩出市西野30

・ スマートドクタープロ和歌山パームシティ店 和歌山県和歌山市中野31-1

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2016/10/27 T000009 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
2018/6/14

A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1723（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1785（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
MEC.i株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ MEC.i株式会社 東京センター
・ MEC.i株式会社 広島センター
・ MEC.i株式会社 関西センター

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
東京都江戸川区西瑞江4-14-8 TSMビル3F
2016/11/9 T000010 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
広島県東広島市西条町大字下見449-2 福山通運東広島
電池
流通センター内2F
兵庫県川西市久代3-13-21 ミヨシ電子ビル2F

SH-02E（シャープ株式会社）
【修理の箇所】
全ての箇所（設計に合致する修理）

【更新 2017/10/1】
2017/2/13

A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1524（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

2018/1/18

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
緒方和博

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートドクタープロ久留米店

福岡県久留米市野中町912-2

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2016/11/14 T000011 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
2018/2/16

A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1723（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1785（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
日本特殊軽電株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートドクタープロ富山店

富山県富山市本郷2396-3

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2016/11/14 T000012 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
2017/5/31

氏名又は名称
株式会社リンゴ屋

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ リンゴ屋東京本部

東京都千代田区九段南3-3-18

・ リンゴ屋難波桜川店

大阪府大阪市浪速区幸町2-3-14 ダイトービル402号

・ リンゴ屋カインズ小山店

栃木県小山市立木1041 カインズ小山店内

・ リンゴ屋三省堂神田神保町店

東京都千代田区神田神保町1-1 三省堂書店神保町本店
5F

・ リンゴ屋世田谷明大前店

東京都世田谷区松原2-43-8 明大前ハツシゲビル1F

・ リンゴ屋世田谷千歳烏山店

東京都世田谷区南烏山6-3-14 第二大谷ビル1F

・ リンゴ屋船橋店

千葉県船橋市本町2-14-14

・ リンゴ屋ゆめタウン博多店

福岡県福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多1F

・ リンゴ屋大元店

岡山県岡山市北区野田3-5-103

・ リンゴ屋日本海チケット秋田新国道店

秋田県秋田市泉中央1-2-5

・ リンゴ屋日本海チケット横手店

秋田県横手市朝日が丘2-5-24

・ リンゴ屋日本海チケット秋田フレスポ御所
野店

秋田県秋田市御所野元町1-1-1

・ リンゴ屋リペア工房石巻店

宮城県石巻市中里3-2-11

・ リンゴ屋iPhone修理の窓口新潟店

新潟県新潟市東区大形本町3-1-2 イオン新潟東3F

・ リンゴ屋金沢横川店

石川県金沢市横川7-50-1 87ビル横川7F

・ リンゴ屋西友町田店

東京都町田市森野1-14-17 TSUTAYA西友町田店3F

・ リンゴ屋狭山店

埼玉県狭山市広瀬1-6-16 TSUTAYA狭山店内

・ リンゴ屋横浜菊名駅東口店

神奈川県横浜市港北区菊名4-3-17 TSUTAYA菊名駅東
口店内

【更新 2018/7/3】

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2016/11/14 T000013 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
北筑電業株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートドクタープロ北九州店
【更新 2018/6/7】

福岡県北九州市八幡西区陣原4-5-26

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2016/11/16 T000014 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
2018/6/7

A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1723（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1785（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社りんごや名古屋通商

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ リンゴ屋名古屋 栄本店

愛知県名古屋市中区栄4-16-8栄メンバーズオフィスビル
B1F

・ リンゴ屋名古屋 金山駅前店

名古屋市中区金山1丁目 13-7 ひのでビル6F

・ リンゴ屋名古屋 大須上前津駅前店

愛知県名古屋市中区大須4-11-5観音ビル1F

・ リンゴ屋名古屋 春日井店

春日井市鳥居松町6丁目50番地 三原ビル鳥居松2B号室

・ リンゴ屋名古屋 岡崎店

愛知県岡崎市井田南町1-9 201ビル1F

・ リンゴ屋名古屋 八事駅前店

名古屋市昭和区広路町字北石坂 102-148 2F3

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/2/3 T000015 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
日本PCサービス株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ ドクター・ホームネット 大阪吹田店

大阪府吹田市広芝町9-33 プレシデントビル1F

・ ドクター・ホームネット 札幌店

北海道札幌市白石区南郷通8丁目北1-3 STメモリアルビ
ル1F

・ ドクター・ホームネット 千葉中央店

千葉県千葉市中央区新田町7-5 石出ビル1Ｆ

・ ドクター・ホームネット 埼玉大宮店

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-64 星野ビル1F

・ ドクター・ホームネット 東京三田店

東京都港区芝3-24-21 三和ビル1F

・ ドクター・ホームネット 東京立川店

東京都立川市柴崎町2-10-12 加藤ビル1F

・ ドクター・ホームネット 横浜六角橋店

神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-14-28 ファミール白楽
1F

・ ドクター・ホームネット 神奈川厚木店

神奈川県厚木市田村町8-8 柳田ビル1F

・ ドクター・ホームネット 名古屋店

愛知県名古屋市東区葵3-12-7 AMS葵3ビル1F

・ ドクター・ホームネット 京都駅前店

京都府京都市下京区七条通西洞院東入ル夷之町694 グ
ランメリー1Ｆ

・ ドクター・ホームネット 神戸店

兵庫県神戸市兵庫区西橘通1-1-1 ファラン神戸ビル1F

・ ドクター・ホームネット 広島店

広島県広島市西区楠木町1-10-24 第二奥田ビル1F

・ ドクター・ホームネット 福岡博多店

福岡県福岡市博多区祗園町6‐43 ギオン柴田ビル1F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/2/13 T000016 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
清水健一

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートドクタープロ加古川店

兵庫県加古川市平岡町新在家2-280-7 赤松ビル2F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/3/7 T000017 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社サードウェーブエクスチェンジ

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ じゃんぱら札幌店

北海道札幌市北区北7条西5-18 村川ビル 1F

・ じゃんぱら札幌南2条店

北海道札幌市中央区南2条西1丁目6-7 マリアール 1F

・ じゃんぱら仙台店

宮城県仙台市宮城野区榴岡2-4-34

・ じゃんぱら秋葉原本店

東京都千代田区外神田4-4-9 定貞ビル 1F

・ じゃんぱら秋葉原2号店

東京都千代田区外神田4-4-7 エクスチェンジ外神田ビル
B1,1F,2F

・ じゃんぱら秋葉原3号店

東京都千代田区外神田3-9-8 中栄ビル 1F

・ じゃんぱら秋葉原4号店

東京都千代田区神田佐久間町1-17 亀谷ビル 1F

・ じゃんぱら秋葉原5号店

東京都千代田区外神田3-16-17 住吉ビル 1F,2F

・ じゃんぱらD-Style秋葉原店

東京都千代田区外神田1-16-10 ニュー秋葉原センター
1F,2F,3F

・ じゃんぱら事業本部

東京都千代田区外神田1-16-10 ニュー秋葉原センター 3F

・ じゃんぱら商品センター

東京都千代田区外神田4-4-7 エクスチェンジ外神田ビル
3F

・ じゃんぱら池袋東口店

東京都豊島区東池袋1-39-6 寄池ビル 1F

・ じゃんぱら新橋店

東京都港区新橋2-6-7 花菱ビル 2F

・ じゃんぱら新宿店

東京都新宿区西新宿1-14-17 新宿手塚ビル 2F

・ じゃんぱら新宿2号店

東京都新宿区西新宿1-16-13 桑原ビル 2F

・ じゃんぱら中野ブロードウェイ店

東京都中野区中野5-52-15 ブロードウェイ 1F

・ じゃんぱら吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-13-10 吉祥寺アミノビル 1F

・ じゃんぱら神保町店

東京都千代田区神田神保町1-4 神保町1-4ビル 1F

・ じゃんぱら渋谷道玄坂店

東京都渋谷区道玄坂2-9-9 光真ビル B1,1F

・ じゃんぱら渋谷宇田川店

東京都渋谷区宇田川町12-11 渋谷Uビル 1F,2F

・ じゃんぱら下北沢店

東京都世田谷区北沢2-17-14 下北沢センタービル 1F

・ じゃんぱら町田店

東京都町田市原町田6-21-27 O.E.K.BLDG 2F

・ じゃんぱら横浜店

神奈川県横浜市西区南幸1-5-39 太洋ビル 1F

・ じゃんぱら戸塚トツカ－ナ店

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1-3F-B305 戸塚西口
共同ビル（トツカーナ） 3F

・ じゃんぱら千葉店

千葉県千葉市中央区新田町5-2 lehua千葉中央 1F

・ じゃんぱら川崎店

神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-2 坤山ビル 1F

・ じゃんぱら柏店

千葉県柏市柏1-2-35-102号室 共同ビルサンシャ 1F

・ じゃんぱら静岡店

静岡県静岡市葵区横田町2-1 YYビル 1F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/3/7 T000018 A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
2017/8/28

A1524（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1723（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

2017/11/22

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

・ じゃんぱら浜松駅前店

静岡県浜松市中区鍛冶町140 イズム浜松Cビル102

・ じゃんぱら名古屋大須店

愛知県名古屋市中区大須3-23-17 1F

・ じゃんぱら名古屋大須2号店

愛知県名古屋市中区大須3-11-31 浅見ビル 1F

・ じゃんぱら京都店

京都府京都市下京区恵美須之町544

・ じゃんぱら大阪本店

大阪府大阪市浪速区難波中2-1-21 エクスチェンジ難波
ビル 1F

・ じゃんぱら大阪日本橋3号店

大阪府大阪市浪速区日本橋5-11-5 エクスチェンジ堺筋ビ
ル 1F

・ じゃんぱら大阪なんば店

大阪府大阪市浪速区難波中2-2-20 ツジムラビル 1F

・ じゃんぱら神戸店

兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-11 芙蓉ビル東館 1F

・ じゃんぱら三宮駅前店

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-30-26

・ じゃんぱら三宮センター街店

兵庫県神戸市中央区三宮町2-10-27

・ じゃんぱら広島店

広島県広島市中区大手町2-7-3 大手町原田ビル 1F

・ じゃんぱら博多店

福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-6 博多グローリービル
1F

・ じゃんぱら福岡筑紫通り店

福岡県福岡市博多区比恵町17-28

・ じゃんぱら熊本下通店

熊本県熊本市中央区下通2-1-30 1F

・ じゃんぱら名古屋OSU301店

愛知県名古屋市中区大須3-30-60 大須301ビル1F

【更新 2018/3/16】

氏名又は名称
株式会社ホワイトボード

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートドクタープロ甲府昭和店

山梨県中巨摩郡昭和町西条5200森田ビル2 1F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/4/14 T000019 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
2018/3/26

A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1723（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池
A1785（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称

修理を行う事務所の名称及び所在地

株式会社ギア

・ あいさぽ新宿本店

東京都新宿区新宿3-35-3 森治ビル3F

【更新 2018/3/16】

・ あいさぽ新宿西口店

東京都新宿区西新宿1-14-3 ひかりビル7F

・ あいさぽ茅ヶ崎店

神奈川県茅ヶ崎市共恵 1-4-16

・ あいさぽ立川店

東京都立川市錦町 2-1-10

・ あいさぽ川崎店

神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地 川崎DICE 1F

・ あいさぽ上野店

東京都台東区上野6-15-1 上野マルイ B1F

・ あいさぽ有楽町店

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町ルミネスト
リート

・ あいさぽ横浜店

神奈川県横浜市西区南幸2-12-6 ストークビルみき 7F

・ あいさぽ梅田店

大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 2F57号
室

・ あいさぽ天神店

福岡県福岡市中央区天神2丁目9番地 新天町地下FAVO
内

・ あいさぽ久留米店

福岡県久留米市通町107-14 アーバンスター102

・ あいさぽ八重洲店

東京都中央区八重洲1-4-5 八重洲シティビル 3F

・ あいさぽ堺なかもず店

大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁303番地の2

・ あいさぽ土佐堀店

大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 土佐堀INビル 1F

・ あいさぽ新橋店

東京都港区新橋2-11-2 ヒロビル 2F

・ あいさぽ蒲田店

東京都大田区西蒲田7-48-7 丸やビル 3F

・ あいさぽ銀座店

東京都中央区銀座5丁目7-10 イグジットメルサ B1F

・ あいさぽ中野店

東京都中野区中野4丁目3-1 中野サンクォーレ ブック
ファースト中野店内

・ あいさぽ柏店

千葉県柏市柏1-2-31 TSUTAYA柏駅前店内

・ あいさぽ瑞江店

東京都江戸川区瑞江4-50-12 TSUTAYA瑞江店内

・ あいさぽ下瀬谷店

神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-18-13 2F TSUTAYA下
瀬谷店内

・ あいさぽ咲が丘店

千葉県船橋市咲が丘4-1-25 TSUTAYA咲が丘店内

・ あいさぽ一関中央店

岩手県一関市上日照2-3 TSUTAYA一関中央店内

・ あいさぽ小山店

栃木県小山市中央町3-7-1 ロブレ 2F TSUTAYA小山ロ
ブレ店内

・ あいさぽ岐阜店

岐阜県岐阜市長住町四丁目4番地東号室

・ あいさぽ錦糸町店

東京都墨田区錦糸3丁目10番9号 メゾンドボヌール1F

・ あいさぽ北千住店

東京都足立区千住旭町41-16 山崎ビル1F

・ アイサポ仙台駅前イービーンズ店

宮城県仙台市青葉区中央4丁目1-1 仙台駅前イービーン
ズ2F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2017/5/10 T000020 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
2017/10/16

A1429（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1723（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1785（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

・ アイサポたまプラーザ店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-1-27 第5正美ビル1F
（TSUTAYA店内）

・ アイサポ新潟ラブラ万代店

新潟県新潟市中央区万代1-5-1 ラブラ万代2F

・ アイサポ青森エルムの街店

青森県五所川原市唐笠柳藤巻517-1

・ アイサポ丸井吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-1 丸井吉祥寺4F

・ アイサポ岸和田カンカンベイサイドモール店 大阪府岸和田市港緑町2番地3 岸和田カンカンベイサイド
モールEAST棟1F
・ アイサポ南砂店

東京都江東区南砂3-3-6 TSUTAYA南砂店内

・ アイサポ下館店

茨城県筑西市市野辺223-1 ブックエース下館店内

・ アイサポ結城店

茨城県結城市中央町1-4-6 ブックエース結城店内

・ アイサポ天王寺ミオ店

大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館8F
UNiCASE内

・ アイサポmineo渋谷店

東京都渋谷区宇田川町21-9 渋谷平和クワトロビルmineo
渋谷1F

【更新 2018/9/4】

氏名又は名称
株式会社ブレイディア

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ SMARTFIX神田店

東京都中央区日本橋本町4-2-1 新商日本橋ビル5F

・ SMARTFIX船橋店

千葉県船橋市本町5丁目6-20 北口齊藤ビル303

・ SMARTFIXイオンレイクタウンmori店

埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1-1 イオンレイクタウン
mori区画1034

・ SMARTFIX岡谷店

長野県岡谷市加茂町2-16-4-1F

【更新 2018/6/19】

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/5/10 T000021 SO-01G（ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社）
【修理の箇所】
表示装置

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社ティーデザイン

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ カバーガレージ京阪京橋

大阪府大阪市都島区東野田町1-6-1 Kプラット内

・ カバーガレージ阪急高槻

大阪府高槻市高槻町20-19

・ カバーガレージ梅田中央

大阪府北区梅田1-8-17 大阪第一ビルディングB1F

・ カバーガレージ都城

宮崎県都城市平江町3-11

・ カバーガレージアクアシティお台場

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場3F

・ カバーガレージイーアスつくば

茨城県つくば市研究学園5-19 イーアスつくば2F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/6/2 T000022 A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
アイエフシー株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ ifc本部

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-209 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ桜木ﾋﾞﾙ
2F

・ ifcMEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ函館店

北海道函館市美原1-7-1 MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ函館店 B1F

・ ifcMEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ武蔵小金井店

東京都小金井市本町5-11-2 MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ武蔵小金井
1F

・ ifcMEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ北鴻巣店

埼玉県鴻巣市箕田3111-1 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ北鴻巣店内
1F

・ ifcMEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ新安城店

愛知県安城市東栄町3-1-12 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ新安城店
1F

・ ifc小平花小金井店

東京都小平市花小金井1-3-26

・ ifc埼玉大宮店

埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1-821池田ｳｪﾙｽﾞ 106 1F

・ ifc津田沼ﾊﾟﾙｺ店

千葉県船橋市前原西2-18-1 ﾊﾟﾙｺB館 1F

・ ifc北九州小倉店

福岡県北九州市小倉北区京町3-3-1 ｾﾝﾄｼﾃｨ北九州ﾋﾞﾙ ｺ
ﾚｯﾄ/ｱｲﾑ 1F

・ ifcMEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ袋井店

静岡県袋井市川井1413-1 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ袋井店 1F

・ ifcMAXふくしま店

福島県福島市曽根田町1-18 MAXふくしま 3F

・ ifcｲｵﾝﾀｳﾝ郡山店

福島県郡山市松木町2-88 ｲｵﾝﾀｳﾝ内

・ ifc足立北千住店

東京都足立区千住2-26 ｴｸｾﾙ33 1F

・ ifc調布店

東京都調布市下石原1-5-7 八幡ﾋﾞﾙ 1F

・ ifcｼﾅｼﾞｰﾓﾊﾞｲﾙ青梅店

東京都青梅市新町6-16-15 ﾍﾞｲｼｱ青梅店 1F

・ ifc草加八潮店

埼玉県草加市弁天6-21-1

・ ifcｼﾅｼﾞｰﾓﾊﾞｲﾙ日高店

埼玉県日高市大字鹿山308-1 ﾔｵｺー高麗川店 2F

・ ifc湘南ﾓｰﾙﾌｨﾙ店

神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南ﾓｰﾙﾌｨﾙ

・ ifc豊橋新城店

愛知県新城市片山字西野畑545 スギ薬局 2F

・ ifc金沢店

石川県金沢市駅西本町3-18-27

・ ifc岡山真庭店

岡山県真庭市勝山805

・ ifc山梨笛吹店

山梨県笛吹市石和町小石和162-4

・ ifc宮崎１号店

宮崎県宮崎市中村西2-6-6

・ ifc高山店

岐阜県高山市天満町5-13

・ ifc郡山新さくら通り店

福島県郡山市島2-38-9

・ ifc茅ヶ崎店

神奈川県茅ケ崎市新栄町7番7号

・ ifc横浜町田ｲﾝﾀｰ南町田店

東京都町田市鶴間1842-5

・ ifc秋田手形店

秋田県秋田市千秋北の丸5-64

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2017/6/2 T000023 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

・ ifcﾊﾞｲﾔｰｽﾞ店

千葉県印西市原1-2 BIGHOPｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西ﾊﾞﾘｭｰﾓｰﾙ
1F 102

・ ifc福岡飯塚店

福岡県飯塚市立岩1125-1

・ ifc柏店

千葉県柏市中央1-2-23

・ ifc兵庫店

兵庫県神戸市兵庫区駅前通4-2-8

・ ifc貝塚店

大阪府貝塚市堀1-33-7

・ ifc福岡西・佐賀店

福岡県福岡市早良区東入部3-2-12 1F

・ ifc盛岡店

岩手県盛岡市盛岡駅前通15-24

・ ifc本庄上里店

埼玉県児玉郡上里町七本木2602-5

・ ifc千葉四街道店

千葉県四街道市四街道1-4-9 ﾌﾞﾙｰｽｶｲﾀﾜｰ 102

・ ifc沼津店

静岡県沼津市高島本町11-23

・ ifc富士店

静岡県富士市永田町1-92

・ ifc金沢大学通り店

石川県金沢市もりの里3-22 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･TESTONI III 1F

・ ifc春日部店

埼玉県春日部市粕壁東3-6-11 ﾋﾟｱﾉﾋﾞﾙ 2F 203

・ ifcｲｵﾝﾀｳﾝ仙台泉大沢店

宮城県仙台市泉区泉大沢1-8-1 2F

・ ifcALCO越谷店

埼玉県越谷市越ヶ谷1-16-6 ALCO越谷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱｰ
2F

・ ifcVision江南店

愛知県江南市古知野町朝日113-2F

・ ifc名古屋栄・矢場町店

名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mﾋﾞﾙ 3F

・ ifcつくば店

茨城県つくば市天久保2-15-7

・ ifcmobile shop core長野店

長野県長野市南千歳1-7-10 15-2F

・ ifcMEGA・ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ名古屋本店

愛知県名古屋市北区玄馬町234-1 MEGA・ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ名古
屋本店 1F

・ ifcｱﾐｭｰ厚木店

神奈川県厚木市中町2-12-5 ｱﾐｭｰ厚木 1F

・ ifcﾌﾚﾝﾄﾞ八潮ﾌﾚｽﾎﾟ店

埼玉県八潮市大瀬1-1-13 ﾌﾚｽﾎﾟ八潮 1F

・ ifcいわき鹿島店

福島県いわき市鹿島町久保1-5-11

・ ifcドン・キホーテ新宿店

東京都新宿区大久保1-12-6 ドン・キホーテ新宿店別棟1F

・ ifc新所沢PARCO店

埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢PARCO店B1F

・ ifc中央林間東急スクエア店

神奈川県大和市中央林間4-12-1 中央林間東急スクエア
3F

・ ifc足利市駅前店

栃木県足利市田中町911-3 アンタレススクエアー1F

・ ifc阿南店

徳島県阿南市日開野町南居内321-1

・ ifc立川店

東京都立川市柴崎町3-3-3

・ ifc沖縄名護店

沖縄県名護市大中1-2-2

【更新 2018/9/20】

氏名又は名称
マッチングワールド株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ モバイルマッハ上野店

東京都台東区上野1-16-5 第二産経ビル1階

・ モバイルマッハ フタバ図書 GIGA武蔵浦和 埼玉県さいたま市南区沼影3-5-15
・ 【更新 2018/5/31】

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/8/28 T000024 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
有限会社ビイネット

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマートまっくす銀座ファイブ店

東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブ2F

・ スマートまっくす代々木駅前店

東京都渋谷区代々木1-32-12 HOUWAビル5F

・ スマートまっくす大阪梅田店

大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル2F 29
号

・ スマートまっくすエルティ932店

滋賀県草津市大路1-1-1 エルティ932 2F

・ スマートまっくすモリーブ店

滋賀県守山市播磨田町185-4 モリーブ1F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2017/8/31 T000025 SO-01H（ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
株式会社スマホスピタル

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマホスピタル大阪梅田店

大阪府大阪市北区芝田２－１－３ 梅仙堂ビル３１０号室

・ スマホスピタル梅田２号店

大阪府大阪市北区豊崎３－１７－９ 豊崎旭ビル２号室

・ スマホスピタル心斎橋本店

大阪府大阪市中央区南船場３－６－２５ ＩＢＣ心斎橋ｅａｓｔ
２１０号室

・ スマホスピタル天王寺店

大阪府大阪市阿倍野区旭町１－１－９ ヨドノビル５０２号
室

・ スマホスピタル西宮北口店

兵庫県西宮市北口町１－２ ＡＣＴＡ西宮東館１Ｆ 外部店
舗１０１号室

・ スマホスピタル堺東店

大阪府堺市堺区南三国ヶ丘町１－１－１２ 堺東ＫＯＴＯビ
ル３Ｆ

・ スマホスピタル京都河原町店

京都府京都市下京区四条河原町東入ル真町８８－３
ユー・イットウ池善ビル２Ｆ

・ スマホスピタル奈良店

奈良県奈良市高天町３８－５ 佐川ビル１Ｆ南側

・ スマホスピタル尼崎店

兵庫県尼崎市開明町２－６ サニーテラス開明１０２号室

・ スマホスピタル名古屋駅前店

愛知県名古屋市中村区名駅３－１３－２８ 名駅セブンス
タービル４０１号室

・ スマホスピタル名古屋栄店

愛知県名古屋市中区栄３－９－１０ アスカヰビル３Ｃ号室

・ スマホスピタル新宿東口店

東京都新宿区新宿３－２３－５ 新東ビル３Ｆ Ｂ号室

・ スマホスピタル横浜駅前店

神奈川県横浜市西区南幸１－１０－１７ 須賀ビル３Ａ号室

・ スマホスピタル藤沢店

神奈川県藤沢市藤沢５３０ よろずやビル３Ｆ

・ スマホスピタル梅田東通り店

大阪府大阪市北区小松原町５－３ ワイワイ・オー１Ｆ

・ スマホスピタル横浜関内店

神奈川県横浜市中区尾上町５－６２ 馬車道田中ビル３Ｆ

・ スマホスピタル金山店

愛知県名古屋市中区金山１－１６－１１ グランド金山ビル
３Ｆ

・ スマホスピタル姫路キャスパ店

兵庫県姫路市西駅前町８８ キャスパ１Ｆ １３６－２号室

・ スマホスピタル奈良橿原店

奈良県橿原市内膳町５丁目２－３３ 中和八木ビル３Ｆ

・ スマホスピタル広島本通店

広島県広島市中区本通８番１４号 本通Ｋビル２Ｆ

・ スマホスピタル渋谷本店

東京都渋谷区神南１－１１－５ ダイネス壱番館渋谷３０２
号室

・ スマホスピタル池袋店

東京都豊島区西池袋１丁目２９－１４ オリエント池袋４０４
号室

・ スマホスピタル札幌北口店

北海道札幌市北区北七条西４丁目４－１ 第五道通ビル３
Ｆ

・ スマホスピタル札幌大通店

北海道札幌市中央区大通西５丁目８番地 昭和ビル４Ｆ

・ スマホスピタル仙台店

宮城県仙台市青葉区本町１丁目２－５ 第三志ら梅ビル２
０２号室

・ スマホスピタル和歌山店

和歌山県和歌山市友田町４－９５ ナカガワビル中４Ｆ

・ スマホスピタル品川高輪口店

東京都港区高輪３－２５－２７ アベニュー高輪６１０号室

・ スマホスピタル五反田店

東京都品川区東五反田５丁目２８－１１ クレール五反田６
０８号室

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/9/15 T000026 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

・ スマホスピタル新橋店

東京都港区新橋2丁目16-1 ニュー新橋ビル4F

・ スマホスピタル町田駅前店

東京都町田市森野１－３４－１３ ＴＭビル－３ ３０２号室

・ スマホスピタル難波店

大阪府大阪市中央区難波３－５－１４ 東ビル９Ｆ

・ スマホスピタル大阪駅前第4ビル店

大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル B2
階35号室

・ スマホスピタル京都駅前店

京都府京都市下京区東塩小路町735-1 京阪京都ビル
4F-2号区画

・ スマホスピタル京橋店

大阪府大阪市都島区東野田町2丁目4-15 植嶋ビル202
号室

・ スマホスピタル高槻店

大阪府高槻市北園町14-17 宏徳ビル3F

・ スマホスピタル吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-4-1 井の頭ビル705号室

・ スマホスピタル八重洲店

東京都中央区八重洲1-6-14 503号室

【更新 2018/6/28】

氏名又は名称
ミクスタイル株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ ECO-ResCue東京日本橋店

東京都中央区八重洲1-5-10 井門八重洲ビル4階

・ ECO-ResCue東京大手町店

東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル地下2階

・ ECO-ResCue早稲田店

東京都新宿区早稲田鶴巻町539 シルキー早稲田4階

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2017/10/3 T000027 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
株式会社オーバーカム

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ 株式会社オーバーカム

愛知県名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル9F

・ MOBILE LABO NAGOYA

愛知県名古屋市中区大須3-30-93 メガタウン 1-12

・ MOBILE LABO リペアショップ

愛知県名古屋市中区大須3-20-26

【更新 2017/12/21】

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/10/5 T000028 A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
バイヤーズ株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ ダイワンテレコム新宿本店

東京都新宿区西新宿1-15-4 第2セイコービル6F

・ ダイワンテレコム池袋店

東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4F-4A

・ ダイワンテレコム渋谷宮益坂店

東京都渋谷区渋谷2-19-17 グローリア渋谷ビル9F

・ ダイワンテレコム渋谷店

東京都渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂3F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/11/20 T000029 A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
2018/7/12

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社グロウワーク

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ モバイル修理.jp 伊勢崎本店

群馬県伊勢崎市太田町1137-6

・ モバイル修理.jp 真岡店

栃木県真岡市東光寺1-21-1-2号

・ モバイル修理.jp 上伊那店

長野県上伊那郡宮田村3189-5

・ モバイル修理.jp 長野店

長野県長野市柳原2090-10-102号

・ モバイル修理.jp 上田店

長野県上田市住吉271-8 明豊ビル 1F

・ モバイル修理.jp 飯田店

長野県飯田市上郷別府1714-2 きたむらビル

・ モバイル修理.jp 伊那店

長野県伊那市境1071 リブレビル 2F

・ モバイル修理.jp 長町店

宮城県仙台市太白区長町5-3-3

・ モバイル修理.jp ザモール仙台店

宮城県仙台市太白区長町7丁目20-3 ザ・モール仙台長町
3F

・ モバイル修理.jp 六丁の目店

宮城県仙台市若林区六丁の目中町30-17

・ モバイル修理.jp 大和町店

宮城県仙台市若林区大和町2丁目6-25

・ モバイル修理.jp 雨宮店

宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-20

・ モバイル修理.jp 富沢店

宮城県仙台市太白区長町南4丁目28-17

・ モバイル修理.jp 鶴岡店

山形県鶴岡市大宝寺字日本国378-16

・ モバイル修理.jp 酒田店

山形県酒田市下安町18-10

・ モバイル修理.jp 郡山店

福島県郡山市名郷田2-12

・ モバイル修理.jp 成田店

千葉県成田市不動ヶ岡1970-7

・ モバイル修理.jp 奥州店

岩手県奥州市水沢区朝日町3-4

・ モバイル修理.jp アピタ宇都宮店

栃木県宇都宮市江曽島本町22-7 アピタ宇都宮店 2F

・ モバイル修理.jp 新発田店

新潟県新発田市中央町3丁目7-3

・ モバイル修理.jp 弘前店

青森県弘前市駅前町6-6 M’sファラビル 1F

・ モバイル修理.jp 矢巾アルコ店

岩手県紫波郡矢巾町南矢巾第7-425-3

・ モバイル修理.jp 八戸店

青森県八戸市類家4-21-1

・ モバイル修理.jp 七尾店

石川賢七尾市所口町リ部7-3

・ モバイル修理.jp 高浜店

福井県大飯軍高浜町立石15

・ モバイル修理.jp 宮古店

岩手県宮古市長町1-6-21

・ モバイル修理.jp 川越店

埼玉県川越市脇田本町6-1 伊東ビル 3F

・ モバイル修理.jp 射水店

富山県射水市大門169

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/11/22 T000030 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

・ モバイル修理.jp さいたま北店

埼玉県さいたま市北区大成町4-150

・ モバイル修理.jp 本庄店

埼玉県本庄市駅南1-13-8

・ モバイル修理.jp 熊谷北店

埼玉県熊谷市小曽根37-7

・ モバイル修理.jp 秩父店

埼玉県秩父市宮側町15-14

・ モバイル修理.jp フェザン店

岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44 フェザン 3F

・ モバイル修理.jp ローゼン湘南台店

神奈川県藤沢市湘南台1-10-1 そうてつローゼン 1F

・ モバイル修理.jp 福岡行橋店

福岡県行橋市道場寺1489-9

・ モバイル修理.jp 登別店

北海道登別市新生町2丁目23-2

・ モバイル修理.jp 中津川店

岐阜県中津川市花戸町1-28

・ モバイル修理.jo 福山店

広島県福山市松永町5-10-23

・ モバイル修理.jp 上越店

新潟県上越市土橋830-1

・ モバイル修理.jp 豊橋柱店

愛知県豊橋市柱二番町3-1

・ モバイル修理.jp 下松店

山口県下松市大字平田103

【更新 2018/6/22】

氏名又は名称
株式会社インチャージ

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ SmaPlaデックス東京ビーチ店

東京都港区台場1-6-1 アイランドモール3F

・ SmaPlaアーバンドックららぽーと豊洲店

東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドックららぽーと豊洲

・ SmaPla川越モディ店

埼玉県川越市脇田町4-2 川越モディ 2F

・ SmaPla大宮ステラタウン店

埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854-1 ステラタウン 2F

・ SmaPla柏モディ店

千葉県柏市柏1-2-26 柏モディ 2F

・ SmaPlaイオンモール東久留米店

東京都東久留米市南沢5-17-62 イオンモール東久留米
2F

・ SmaPlaイオンモール船橋店

千葉県船橋市山手1-1-8 イオンモール船橋 1F

・ SmaPla町田モディ店

東京都町田市原町田6-2-6 町田モディ 1F

・ SmaPlaららぽーと海老名店

神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名 4F

・ SmaPlaグランツリー武蔵小杉店

神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 3階

・ SmaPlaイオンモール日の出店

東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 3
階

・ SmaPlaイオンモール柏店

千葉県柏市豊町二丁目5-25 イオンモール柏 2階

・ SmaPla港北ノースポート・モール店

神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目25-1 ノースポー
ト・モール 2階

・ SmaPlaアリオ蘇我店

千葉県千葉市中央区川崎町52-7 アリオ蘇我店 2階

・ SmaPlaイオンモール与野店

埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9 イオンモール与野
1階

・ SmaPlaアリオ鷲宮店

埼玉県久喜市久本寺谷田7番地1 アリオ鷲宮 2階

・ SmaPlaニッケコルトンプラザ市川店

千葉県市川市鬼高一丁目1番1号 ニッケコルトンプラザ市
川2階

・ SmaPlaイオンモール木更津店

千葉県木更津市築地1番4 イオンモール木更津1階

・ SmaPlaアリオ西新井店

東京都足立区西新井栄町1-20-1 アリオ西新井2階

・ SmaPlaららぽーと富士見店

埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見2階

・ SmaPlaららぽーと新三郷店

埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷2
階

・ SmaPlaららぽーとTOKYO-BAY店

千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY1階

・ SmaPlaららぽーと横浜

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜2
階

【更新 2018/8/10】

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2017/12/5 T000031 A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
2018/6/14

A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
ユウソリューションズ株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ iPhone修理工房 渋谷店

東京都渋谷区渋谷1-24-7 渋谷宮下パークビル5F

・ スマホ修理工房 渋谷モディ店

東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷モディ6F

・ iPhone修理工房 新宿東口店

東京都新宿区新宿3-28-1 アドヴァンスビル5F

・ スマホ修理工房 中野ブロードウェイ店

東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ

・ iPhone修理工房 荻窪タウンセブン店

東京都杉並区上荻1-9-1 荻窪タウンセブン1F

・ iPhone修理工房 池袋本店

東京都豊島区東池袋1-42-12 パークビル5F

・ iPhone修理工房 池袋P’パルコ店

東京都豊島区東池袋1-50-35 P’パルコ3F

・ iPhone修理工房 聖蹟桜ヶ丘OPA店

東京都多摩市関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘OPA1F

・ iPhone修理工房 ココリア多摩センター店

東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター2F

・ iPhone修理工房 市川コルトンプラザ店

千葉県市川市鬼高1-1-1 ダイエーいちかわコルトンプラ
ザ内2F（イーストモール）

・ iPhone修理工房 水戸OPA店

茨城県水戸市宮町1-7-33 水戸OPA8F

・ iPhone修理工房 宇都宮パルコ店

栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1 宇都宮パルコ4F

・ スマホ修理工房 高崎OPA店

群馬県高崎市八島町46番1 高崎OPA

・ iPhone修理工房 長野アゲイン店

長野県長野市北石堂町1429-1 ショッピングプラザアゲイ
ン1F

・ スマホ修理工房 松本パルコ店

長野県松本市中央1-10-30 松本パルコ3F

・ スマホ修理工房 イオンモール松本店

長野県松本市中央4-9-51 イオンモール松本3F

・ iPhone修理工房 大阪梅田西日本本店

大阪府大阪市北区芝田2-3-23 メイプルビル芝田4F

・ スマホ修理工房 心斎橋OPA店

大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4-3 心斎橋OPA本
館3F

・ iPhone修理工房 京都マルイ店

京都市下京区四条通河原町東入真町68番地 京都マルイ
2F

・ iPhone修理工房 広島パルコ店

広島県広島市中区新天地2-1 広島パルコ新館3F

・ iPhone修理工房 熊本パルコ店

熊本県熊本市中央区手取本町5-1 熊本パルコ9F

・ スマホ修理工房 仙台フォーラス店

宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15 仙台フォーラス3F

・ iPhone修理工房 白山駅店

東京都文京区白山5-36-10 白山駅構内

・ iPhone修理工房 吉祥寺パルコ店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ5F

・ スマホ修理工房 調布パルコ店

東京都調布市小島町1-38-1 調布パルコ4F

・ iPhone修理工房 川崎日航店

神奈川県川崎市川崎区日進町1 川崎日航ホテルショッピ
ングスクエア「イズ」3F

・ スマホ修理工房 マルイシティ横浜店

神奈川県横浜市西区高島2-19-12 マルイシティ横浜6F

・ iPhone修理工房 海老名ビナウォーク店

神奈川県海老名市中央1-1-1 ビナウォーク1番館2F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2017/12/8 T000032 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

・ iPhone修理工房 横浜戸塚モディ店

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10番 戸塚モディ2F

・ iPhone修理工房 藤沢OPA店

神奈川県藤沢市南藤沢22-3 藤沢OPA

・ iPhone修理工房 平塚OSC湘南シティ店

神奈川県平塚市代官町33-1 OSC湘南シティ1F

・ iPhone修理工房 和光駅前店

埼玉県和光市新倉1-1-36

・ スマホ修理工房 札幌4丁目プラザ店

北海道札幌市中央区南1条西4丁目 札幌4丁目プラザ

・ スマホ修理工房 福岡パルコ店

福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ新館B1

・ iPhone修理工房 秋田店

秋田県秋田市川尻大川町12-33 パソコンの館秋田店内

・ iPhone修理工房 厚木店

神奈川県厚木市山際613 ZOA厚木店内

・ iPhone修理工房 相模原店

神奈川県相模原市中央区千代田6-3 ZOA相模原店内

・ iPhone修理工房 山梨中央店

山梨県中央市布施2351番地1 ZOA山梨中央店内

・ iPhone修理工房 沼津店

静岡県沼津市大諏訪720 OAナガシマ沼津本店内

・ iPhone修理工房 沼津卸団地店

静岡県駿東郡清水町卸団地210 OAナガシマ卸団地店内

・ iPhone修理工房 御殿場店

静岡県御殿場市川島田字石原坂368 OAナガシマ御殿場
店内

・ iPhone修理工房 富士店

静岡県富士市永田町2-94 OAナガシマ富士店内

・ iPhone修理工房 富士宮店

静岡県富士宮市西小泉町20-2 OAナガシマ富士宮店内

・ iPhone修理工房 流通どおり店

静岡県静岡市葵区千代田7-9-34 OAナガシマ流通どおり
店内

・ iPhone修理工房 国吉田店

静岡県静岡市駿河区中吉田34-34 OAナガシマ静岡国吉
田店内

・ iPhone修理工房 志太店

静岡県焼津市小土471-1 OAナガシマ志太店内

・ iPhone修理工房 浜松高塚店

静岡県浜松市南区高塚町4888-11 OAナガシマ浜松高塚
店内

・ iPhone修理工房 浜松西インター店

静岡県浜松市中区高丘西4丁目5-8 OAナガシマ浜松西
インター店

・ iPhone修理工房 浜松店

静岡県浜松市東区中田町815 OAナガシマ浜松本店内

・ iPhone修理工房 掛川店

静岡県掛川市大池2760 OAナガシマ掛川店内

・ iPhone修理工房 豊橋店

愛知県豊橋市山田二番町13 ZOA豊橋店内

・ iPhone修理工房 姫路店

兵庫県姫路市飾磨区加茂北57 パソコンの館姫路店

・ iPhone修理工房 徳島店

徳島県徳島市川内町中島118-1 ZOA徳島店内

・ iPhone修理工房 福井店

福井県福井市舞屋町16-2-1 パソコンの館福井店内

・ iPhone修理工房 富山店

富山県富山市上冨居3-9-1 パソコンの館富山店内

・ iPhone修理工房 熊谷店

埼玉県熊谷市筑波3-69

・ スマホ修理工房 マルイファミリー志木店

埼玉県志木市本町5-26-1 マルイファミリー志木5F

・ iPhone修理工房 イオンタウン金沢示野店

石川県金沢市戸板西1-155 イオンタウン金沢示野 イー
スト棟内

・ iPhone修理工房 霧島店

鹿児島県霧島市国分府中町1-53-1 生協コープ店内

・ iPhone修理工房 原宿竹下通り店

東京都渋谷区神宮前1-10-11 パークアクシスB1F

・ スマホ修理工房 名古屋パルコ店

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館4F

・ iPhone修理工房 宮崎店

宮崎県宮崎市宮脇町95-4

・ iPhone修理工房 薩摩川内店

鹿児島県薩摩川内市東向田町5-14 春山ビル1F

・ iPhone修理工房 柏マルイ店

千葉県柏市柏1-1-11 柏マルイ館3F

・ iPhone修理工房 上野店

東京都台東区上野6-16-17 早津ビル3F

・ iPhone修理工房 前橋店

群馬県前橋市昭和町3-28-13

・ iPhone修理工房 旭川店

北海道旭川市緑町12丁目2559-12 ABCヴィレッジ1F

・ iPhone修理工房 自由が丘店

東京都目黒区自由が丘1-27-2

・ iPhone修理工房 青森店

青森県青森市新城平岡252-77

・ スマホ修理工房 銀座店

東京都中央区銀座6-9-7 近畿建物ビル4F

・ iPhone修理工房 葛西店

東京都江戸川区中葛西3-19-9

・ iPhone修理工房 神田店

東京都千代田区内神田3-9-5 内神田大原ビル3F

・ iPhone修理工房 王子店

東京都北区王子1-9-1 王子駅前KSビル4階

・ iPhone修理工房 秋津店

東京都東村山市秋津町5-9-1

・ iPhone修理工房 八王子東急スクエア店

東京都八王子市旭町9-1 八王子東急スクエア

・ iPhone修理工房 西八王子店

東京都八王子市千人町2-20-10

・ iPhone修理工房 セレオ甲府店

山梨県甲府市丸の内1-1-8 セレオ甲府4F

・ スマホ修理工房 狛江店

東京都狛江市東和泉1-16-2 Nビル2F

・ スマホ修理工房 高崎下小鳥店

群馬県高崎市下小鳥町441-4

・ iPhone修理工房 大阪日本橋店

大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 パソコン工房 大阪
日本橋店内

・ iPhone修理工房 箕面店

大阪府箕面市牧落4-2-2 パソコン工房 箕面店内

・ iPhone修理工房 伊丹店

兵庫県伊丹市鋳物師5-86 パソコン工房 伊丹店内

・ iPhone修理工房 西宮戎前店

兵庫県西宮市宮前町8-49 パソコン工房 西宮戎前店内

・ iPhone修理工房 三田店

兵庫県三田市対中町12-5 パソコン工房 三田店内

・ iPhone修理工房 神戸西店

兵庫県神戸市垂水区多聞町小束山868-901 パソコン工
房 神戸西店内

・ iPhone修理工房 明石店

兵庫県神戸市西区玉津町西河原22-4 パソコン工房 明石
店内

・ iPhone修理工房 加古川店

兵庫県加古川市野口町野口字南屋敷98-1 パソコン工房
加古川店内

・ iPhone修理工房 堺店

大阪府堺市北百舌鳥西之町2-528 パソコン工房 堺店内

・ iPhone修理工房 京都寺町店

京都府京都市下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之町535
パソコン工房 京都寺町店内

・ iPhone修理工房 枚方店

大阪府枚方市池之宮1-2-12 パソコン工房 枚方店内

・ iPhone修理工房 奈良店

奈良県奈良市西九条町5-2-9 パソコン工房 奈良店内

・ iPhone修理工房 大津店

滋賀県大津市一里山7-1-1 パソコン工房 大津店内

・ iPhone修理工房 岡山南店

岡山県岡山市北区下中野717-102 パソコン工房 岡山南
店内

・ iPhone修理工房 福山店

広島県福山市東深津町1-10-13 パソコン工房 福山店内

・ iPhone修理工房 東広島店

広島県東広島市西条町御薗宇5473-1 パソコン工房 東
広島店内

・ iPhone修理工房 広島商工センター店

広島県広島市西区草津新町2-23-24 パソコン工房 広島
商工センター店内

・ iPhone修理工房 山口店

山口県山口市大内矢田北1-19-30 パソコン工房 山口店
内

・ iPhone修理工房 宇部店

山口県宇部市西梶返2-22-20 パソコン工房 宇部店内

・ iPhone修理工房 鳥取安長店

鳥取県鳥取市安長176-6 パソコン工房 鳥取安長店内

・ iPhone修理工房 松江店

島根県松江市学園1-16-26 パソコン工房 松江店内

・ iPhone修理工房 高松店

香川県高松市伏石町2139-13 パソコン工房 高松店内

・ iPhone修理工房 松山店

愛媛県松山市東石井町6-12-36 パソコン工房 松山店内

・ iPhone修理工房 香椎店

福岡県福岡市東区香椎団地1-20 パソコン工房 香椎店内

・ iPhone修理工房 福岡南店

福岡県福岡市博多区東那珂1-14-46 パソコン工房 福岡
南店内

・ iPhone修理工房 小倉店

福岡県北九州市小倉南区葛原本町1-7-20 パソコン工房
小倉店内

・ iPhone修理工房 八幡店

福岡県北九州市八幡西区八枝4-3-14 パソコン工房 八
幡店内

・ iPhone修理工房 久留米店

福岡県久留米市野伏間1-5-16 パソコン工房 久留米店
内

・ iPhone修理工房 熊本店

熊本県熊本市南区馬渡2-13-7 パソコン工房 熊本店内

・ iPhone修理工房 佐賀店

佐賀県佐賀市本庄町大字本庄1123-3 パソコン工房 佐
賀店内

・ iPhone修理工房 長崎店

長崎県西彼杵郡時津町元村郷字岩崎832-1 パソコン工
房 長崎店内

・ iPhone修理工房 佐世保店

長崎県佐世保市日宇町2734-1 パソコン工房 佐世保店
内

・ iPhone修理工房 大分店

大分県大分市大字宮崎760-1 パソコン工房 大分店内

・ iPhone修理工房 宮崎柳丸町店

宮崎県宮崎市柳丸町152 パソコン工房 宮崎店内

・ iPhone修理工房 鹿児島店

鹿児島県鹿児島市天保山町2-3 パソコン工房 鹿児島店
内

・ iPhone修理工房 仙台店

宮城県仙台市泉区松森字沢目21-3 パソコン工房 仙台泉
店内

・ iPhone修理工房 福島店

福島県福島市南矢野目字鵯目52-10 パソコン工房 福島
店内

・ iPhone修理工房 郡山店

福島県郡山市松木町2-88 パソコン工房 郡山店内

・ iPhone修理工房 山形店

山形県山形市清住町2-6-13 パソコン工房 山形店内

・ iPhone修理工房 イオンタウン平岡店

北海道札幌市清田区平岡二条5-2-50 パソコン工房 イオ
ンタウン平岡店内

・ iPhone修理工房 旭川永山パワーズ店

北海道旭川市永山十一条4-119 パソコン工房 旭川店内

・ iPhone修理工房 帯広店

北海道帯広市稲田町南9線西9-1 パソコン工房 帯広店内

・ iPhone修理工房 函館店

北海道函館市昭和3-30-43 パソコン工房 函館店内

・ iPhone修理工房 秋葉原店

東京都千代田区外神田3丁目13-3

・ iPhone修理工房 宇都宮店

栃木県宇都宮市元今泉7-5-11 パソコン工房 宇都宮店
内

・ iPhone修理工房 岸和田店

大阪府岸和田市西之内町65-17 パソコン工房 岸和田店
内

・ iPhone修理工房 和歌山店

和歌山県和歌山市北新5-57 パソコン工房 和歌山店内

・ iPhone修理工房 新潟女池店

新潟県新潟市中央区女池西2-2-16 パソコン工房 新潟
女池店内

・ iPhone修理工房 名古屋大須店

愛知県名古屋市中区大須3-12-35 パソコン工房 グッド
ウィルEDM館内

・ iPhone修理工房 岡崎店

愛知県岡崎市牧御堂町字花辺1-1 パソコン工房 グッド
ウィル岡崎店内

・ iPhone修理工房 刈谷店

愛知県刈谷市高倉町3-508 パソコン工房 グッドウィル刈
谷店内

・ iPhone修理工房 豊田店

愛知県豊田市深田町1-2-1 パソコン工房 グッドウィル豊
田店内

・ iPhone修理工房 四日市店

三重県四日市市日永東3-6-24 パソコン工房 グッドウィル
四日市店内

・ iPhone修理工房 津店

三重県津市高茶屋小森町2625-1 パソコン工房 グッドウィ
ル津店内

・ iPhone修理工房 岐阜正木店

岐阜県岐阜市正木南1-20-30 パソコン工房 グッドウィル
岐阜正木店内

・ iPhone修理工房 岐阜茜部店

岐阜県岐阜市茜部菱野1-137-1 パソコン工房 グッドウィ
ル岐阜茜部店内

・ iPhone修理工房 北谷店

沖縄県中頭郡北谷町美浜3-1-6 パソコン工房 グッドウィ
ル北谷店内

・ iPhone修理工房 那覇新都心店

沖縄県那覇市おもろまち3-5-16 パソコン工房 グッドウィ
ル那覇新都心店内

・ iPhone修理工房 新橋駅前店

東京都港区新橋2-21-1 新橋駅前ビル

・ iPhone修理工房 名古屋南店

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町24-13

・ iPhone修理工房 釧路店

北海道釧路市愛国東1-10-1 スーパーフクハラ愛国店内

・ スマホ修理工房 ペリエ千葉店

千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉

・ iPhone修理工房 大宮店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-8-7

・ スマホ修理工房 静岡パルコ店

静岡県静岡市葵区紺屋町6-7 静岡パルコ

・ スマホ修理工房 ジョイナステラス二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目50番地14 ジョイナステ
ラス二俣川
・ iPhone修理工房 砺波店

富山県砺波市大辻632 池田ビル

・ iPhone修理工房 小松店

石川県小松市平面町ア69 イオン小松店

・ iPhone修理工房 名古屋駅西口店

愛知県名古屋市中村区椿町22-1

・ スマホ修理工房 浦和パルコ店

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ

【更新 2018/8/23】

氏名又は名称
株式会社Econet

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ 株式会社Econet

東京都港区北青山2-5-8

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2018/1/9 T000033 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1524（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
2018/10/3

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
株式会社MobileStyle

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ 格安スマホの窓口板橋区役所前

東京都板橋区仲宿64-1

・ 格安スマホの窓口学芸大学

東京都目黒区鷹番3-19-10

・ 格安スマホの窓口戸越銀座

東京都品川区戸越3-2-3

・ 格安スマホの窓口十三

大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-16

・ 格安スマホの窓口瓢箪山

大阪府東大阪市瓢箪山町3-21

・ ACCESSORIES Goolueイオンモール堺北花 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花
田
田 4F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/2/1 T000034 A1453（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社EcoRenew Japan

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ 株式会社EcoRenew Japan

東京都港区南青山2-23-8

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2018/2/16 T000035 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1524（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池
A1687（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
株式会社NKアース

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ モバイルパーク本店

北海道中川郡幕別町札内桜町83-11

・ モバイルパーク札内店

北海道中川郡幕別町札内西町95-1

・ モバイルパーク帯広店

北海道帯広市西18条南2丁目7番地19

・ モバイルパーク釧路昭和店

北海道釧路市昭和中央4丁目9番18号 カズゥービル

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2018/2/23 T000036 A1688（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
デジタルリユース株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ デジタルリユース株式会社 浦和センター
・ デジタルリユース株式会社 関西センター

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
埼玉県さいたま市緑区大字大門1916-1 センコー浦和PD
2018/2/23 T000037 A1688（Apple Inc.）
センター内
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
大阪府東大阪市水走3-6-25 関西配送株式会社 東大阪
営業所内

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社ネオリア

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ ECOMO 東京
・ ECOMO 大阪

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
東京都港区西麻布3丁目20-16 西麻布アネックスビル 6F
2018/2/23 T000038 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池
大阪府大阪市北区西天満3丁目14番16号 西天満パーク
ビル3号館 8F
2018/7/11

A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
ミニット・アジア・パシフィック株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ ミニット・アジア・パシフィック株式会社 本社 東京都台東区柳橋2-19-6 柳橋ファーストビル2F
・ ミスターミニット 三越日本橋本店

東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 パー
キングビル1F

・ ミスターミニット 松屋浅草店

東京都台東区花川戸1-4-1 松屋浅草1Ｆ

・ ミスターミニット 名鉄名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄名古屋B2F

・ ミスターミニット 藤崎店

宮城県仙台市青葉区一番町3-2-17 藤崎1F

・ ミスターミニット あべのハルカス近鉄本店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス
近鉄本店 ウィング館2F

・ ミスターミニット 小田急百貨店藤沢店

神奈川県藤沢市南藤沢21-1 小田急百貨店藤沢店1F

・ ミスターミニット 姫路・山陽百貨店

兵庫県姫路市南町1 姫路・山陽百貨店2Ｆ

・ ミスターミニット 近鉄百貨店上本町店

大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店上本
町店 中2F

・ ミスターミニット 東急百貨店さっぽろ店

北海道札幌市中央区北4条西2-1 東急百貨店さっぽろ店
1F

・ ミスターミニット 松坂屋上野店

東京都台東区上野3-29-5 松坂屋上野店 新南館
PARCO_ya側B1F

・ ミスターミニット 東急東横店

東京都渋谷区渋谷2-24-1 東急百貨店東横店3F

・ ミスターミニット シャポー小岩店

東京都江戸川区南小岩7-24-15 シャポー小岩B1F

・ ミスターミニット クイーンズ伊勢丹笹塚店

東京都渋谷区笹塚1-48-14 クイーンズ伊勢丹笹塚店B1F

・ ミスターミニット 藤井大丸店

京都府京都市下京区貞安前之町605 藤井大丸B1F

・ ミスターミニット ルミネ北千住店

東京都足立区北千住旭町42-2 ルミネ北千住店1F

・ ミスターミニット 荻窪タウンセブン店

東京都杉並区上荻1-9-1 荻窪タウンセブン2F

・ ミスターミニット 市川シャポー店

千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川店 B1F

・ ミスターミニット 京阪モール店

大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 京阪モール2F

・ ミスターミニット アトレ松戸店

千葉県松戸市松戸1181 アトレ松戸1F

・ ミスターミニット 池袋ショッピングパーク店

東京都豊島区南池袋1-29-1 池袋ショッピングパークB1F

・ ミスターミニット アリオ仙台泉店

宮城県仙台市泉区泉中央1-5-1 アリオ仙台泉店B1F

・ ミスターミニット シャポー本八幡店

千葉県市川市八幡2-17-1 シャポー本八幡2F

・ ミスターミニット 日吉東急avenue店

神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1 日吉東急avenue B1F

・ ミスターミニット 新宿サブナード店

東京都新宿区歌舞伎町1-2-2 新宿サブナードB1F

・ ミスターミニット 福屋広島駅前店

広島県広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店2F

・ ミスターミニット 東京メトロ新宿三丁目店

東京都新宿区新宿3-14-1- B1F

・ ミスターミニット 地下鉄博多駅店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街B1F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/3/7 T000039 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

・ ミスターミニット 東京メトロ渋谷中央店

東京都渋谷区渋谷2-24-3- B1F

・ ミスターミニット 東京メトロ茅場町店

東京都中央区日本橋茅場町1-4-6- B1F

・ ミスターミニット 新宿食堂街西口店

東京都新宿区西新宿1-1-2 新宿メトロ食堂街B2F

・ ミスターミニット 天神地下街店

福岡県福岡市中央区天神2丁目地下3号-321号 天神地
下街B1F

・ ミスターミニット EQUiA池袋店

東京都豊島区西池袋1-1-25- B1F

・ ミスターミニット 京王モールアネックス店

東京都新宿区西新宿1-18 京王モールアネックスB1F

・ ミスターミニット えきマチ1丁目姪浜店

福岡県福岡市西区姪ノ浜4-8-2 えきマチ1丁目姪浜1F

・ ミスターミニット 六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ウェストウォー
ク6F

・ ミスターミニット 神戸市営地下鉄名谷駅店 兵庫県神戸市須磨区中落合2-3-1
・ ミスターミニット 渋谷明治通り店

東京都渋谷区渋谷1-24-10 渋谷東急REIホテル1F

・ ミスターミニット グランデュオ立川店

東京都立川市柴崎町3-2-1 グランデュオ立川2F

・ ミスターミニット 札幌アピア店

北海道札幌市中央区北5条西4-4 札幌APIA B1F

・ ミスターミニット 大阪市営地下鉄谷町九丁 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-24-B1F
目店
・ ミスターミニット JR新橋駅店

東京都港区新橋2-17-14-B1F

・ ミスターミニット 都営地下鉄三田店

東京都港区芝5-34-10-B1F

・ ミスターミニット 都営地下鉄九段下店

東京都千代田区九段北1-13-19-B1F

・ ミスターミニット 東京駅黒塀横丁店

東京都千代田区丸の内1-9-1-B1F

・ ミスターミニット 京阪百貨店くずはモール
店

大阪府枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール
店2F

・ ミスターミニット JR池袋東口店

東京都豊島区南池袋1-28-2-B1F

・ ミスターミニット 福岡市地下鉄天神駅東口 福岡県福岡市中央区天神2丁目-B1F
店
・ ミスターミニット JR新宿中央東口店

東京都新宿区新宿3-38-1-B1F

・ ミスターミニット 東京メトロ大手町東西線店 東京都千代田区大手町2-2-1-B2F
・ ミスターミニット ココリア多摩センター店

東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター1F

・ ミスターミニット 都営地下鉄市ヶ谷店

東京都千代田区九段南4-8-22-B1F

・ ミスターミニット マロニエゲート銀座２店

東京都中央区銀座3-2-1 マロニエゲート銀座2 B1F

・ ミスターミニット 浦和パルコ店

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和PARCO
B1F

・ ミスターミニット ウィング高輪EAST店

東京都港区高輪3-26-26 京急ショッピングプラザ ウィン
グ高輪EAST（品川駅）1F

・ ミスターミニット カレッタ汐留店

東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留B2F

・ ミスターミニット セントラルパーク店

愛知県名古屋市中区錦3-15-13 セントラルパークB1F

・ ミスターミニット ルミネ荻窪店

東京都杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪1F

・ ミスターミニット アトレ恵比寿店

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿5F

・ ミスターミニット アミュプラザ小倉店

福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 アミュプラザ小倉
西館1F

・ ミスターミニット ルミネ大宮店

埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮 ルミネ1
1F

・ ミスターミニット 東京メトロ銀座一丁目店

東京都中央区銀座1-7-12-B2F

・ ミスターミニット アトレ秋葉原１店

東京都千代田区外神田1-17-16 アトレ秋葉原1 3F

・ ミスターミニット 東京メトロ日比谷店

東京都千代田区有楽町1-5-1-B2F

・ ミスターミニット 東京モノレール浜松町店

東京都港区浜松町2-4-12 東京モノレール浜松町駅2F

・ ミスターミニット サンフェスタ岡山店

岡山県岡山市北区駅元町1-1 サンフェスタ岡山1F

・ ミスターミニット 東京メトロ半蔵門店

東京都千代田区麹町1-6-B2F

・ ミスターミニット 都営地下鉄都営新宿三丁 東京都新宿区新宿3-3-2-B1F
目店
・ ミスターミニット イトーヨーカドー東大和店

東京都東大和市桜ケ丘2-142-1 イトーヨーカドー東大和店
1F

・ ミスターミニット 新大阪阪急ビル店

大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル2F

・ ミスターミニット 聖蹟桜ヶ丘ショッピングセ
ンター店

東京都多摩市関戸1-10-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセ
ンターB館 ファッション専門街3F

・ ミスターミニット ひろしま駅ASSE店

広島県広島市南区松原町2-37 ひろしま駅ビルASSE
（アッセ）1F

・ ミスターミニット 東京メトロ永田町店

東京都千代田区永田町1-11-28-B3F

・ ミスターミニット 天王寺ミオ店

大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ駐車
場ビルB2F

・ ミスターミニット 東京メトロ麻布十番店

東京都港区麻布十番4-4-9-B1F

・ ミスターミニット キラリナ京王吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺南町2-1-25 キラリナ京王吉祥寺
1F

・ ミスターミニット 大阪市営地下鉄四つ橋線 大阪府大阪市北区梅田2-2-25
西梅田店
・ ミスターミニット ルミネ有楽町 ルミネスト
リート店

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町 ルミネスト
リート

・ ミスターミニット ミュープラット金山店

愛知県名古屋市熱田区金山町1-1-8

・ ミスターミニット メイチカ店

愛知県名古屋市中村区名駅3-14-15-B1F

・ ミスターミニット Echika表参道店

東京都港区北青山3-6-12 Echika表参道B1F

・ ミスターミニット グランツリー武蔵小杉店

神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135 グランツリー武
蔵小杉2F

・ ミスターミニット 京王井の頭線渋谷駅店

東京都渋谷区道玄坂1-12-1-2F

・ ミスターミニット 東京メトロ三越前店

東京都中央区日本橋室町2-2-1-B1F

・ ミスターミニット 日本橋本町店

東京都中央区日本橋本町1-5-3

・ ミスターミニット 浦和蔦屋書店

埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12 アトレ浦和店
North Area1F

・ ミスターミニット 大森駅西口店

東京都大田区山王2-2-12

・ ミスターミニット 博多マルイ マイ・フィット
ステーションby MISTER MINIT

福岡県福岡市博多区博多駅前中央街9-1 KITTE博多（博
多マルイ）3F

・ ミスターミニット JR神田駅東口店

東京都千代田区鍛冶町2-7-4 ヨウコービル1F

・ ミスターミニット JR御徒町店

東京都台東区上野5-27

・ ミスターミニット 横須賀モアーズシティ店

神奈川県横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ
B1F

・ ミスターミニット アトレ亀戸店

東京都江東区亀戸5-1-1 アトレ亀戸5F

・ ミスターミニット 神戸ハーバーランドumie店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-3 神戸ハーバーラン
ドumie 1F
・ ミスターミニット パレスサイドビル店（竹橋） 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル1F
・ ミスターミニット 東武百貨店船橋店

千葉県船橋市本町7-1-1 東武百貨店船橋店1階1番地
（パレットシティ）

・ ミスターミニット ダイエー湘南台店

神奈川県藤沢市湘南台1-3-3 ダイエー湘南台1F

・ ミスターミニット 西新宿店

東京都新宿区西新宿8-4-1 ナルコビル1F

・ ミスターミニット ヨツバコ店

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-5 ヨツバコ3F

・ ミスターミニット JR巣鴨駅前店

東京都豊島区巣鴨2-1-2

・ ミスターミニット 東京メトロ東京丸の内2号 東京都千代田区丸の内1-6-5-B1F
店
・ ミスターミニット 赤羽東口店

東京都北区赤羽2-10-2

・ ミスターミニット アリオ橋本店

神奈川県相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本1F

・ ミスターミニット ゼスト御池店

京都府京都市中京区御池通寺町東入下本能寺前町4921 ゼスト御池B1F

・ ミスターミニット JR浜松町駅金杉橋口前店 東京都港区浜松町2-5-2 田中ビル1F
・ ミスターミニット 横浜市営地下鉄桜木町駅 神奈川県横浜市中区花咲町1-34-1-B3F
店
・ ミスターミニット JRゲートタワー店

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1-3 JRゲートタワー1
階

・ ミスターミニット 渋谷3丁目店

東京都渋谷区渋谷3-10-15

・ ミスターミニット グランスタ店（東京駅）

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅地下 グランスタ
B1F

・ ミスターミニット ペリエ千葉エキナカ店

千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉エキナカ
4F

・ ミスターミニット クロスガーデン調布店

東京都調布市菊野台1-33-3 クロスガーデン調布 1F

・ ミスターミニット JRさいたま新都心ビル店

埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 さいたま新都心ビ
ル 2F

・ ミスターミニット 東京メトロ西新宿店

東京都新宿区西新宿6-7-51-B1F

・ ミスターミニット JR高円寺駅北口前店

東京都杉並区高円寺北3-22-18

・ ミスターミニット 曙橋店

東京都新宿区住吉町10-11

・ ミスターミニット ウィングキッチン京急鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-30-22 ウイングキッチ
店
ン京急鶴見2F
・ ミスターミニット ドン・キホーテ二俣川店

神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 ドン・キホーテ二俣
川1F

・ ミスターミニット 神保町店

東京都千代田区神田神保町1-1 倉田ビル1F

・ ミスターミニット メトロセンター南行徳店

千葉県市川市相之川4-17-2 メトロセンター南行徳B棟1F

・ ミスターミニット 豊中駅前店

大阪府豊中市本町1-9-10 マストメゾン豊中108

・ ミスターミニット 下北沢店

東京都世田谷区北沢2-11-8 太郎ビル1Ｆ

・ ミスターミニット JR神田駅南口店

東京都千代田区鍛冶町2-1-1 ズイホウビル1Ｆ

・ ミスターミニット ヨドバシ博多店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 ヨドバシ博多ビ
ル1F

・ ミスターミニット プライムツリー赤池店

愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 プライムツリー赤池2Ｆ

・ ミスターミニット 東京メトロ麹町店

東京都千代田区麹町3-2-B1F

・ ミスターミニット 阪急岡本店

兵庫県神戸市東灘区岡本1-8-2 アーべイン岡本1F

・ ミスターミニット 東京メトロ有楽町店

東京都千代田区有楽町1-11-1-B1F

・ ミスターミニット 有楽町マルイ店

東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ2F

・ ミスターミニット セレオ八王子店

東京都八王子市旭町1－1 セレオ八王子 北館M2F

・ ミスターミニット 近鉄生駒店

奈良県生駒市谷田町1600 近鉄百貨店生駒店2F

・ ミスターミニット 東京メトロ大手町千代田線 東京都千代田区大手町1-6-1 B1F
店
・ ミスターミニット 中野坂上パオ店

東京都中野区本町2-46-1 中野坂上パオ1F

・ ミスターミニット 肥後よかモン市場店

熊本県熊本市西区春日3-15-30 肥後よかモン市場内1F

・ ミスターミニット ピオレ姫路店

兵庫県姫路市駅前町188-1 ピオレ姫路ピオレ1 2F

・ ミスターミニット 電力ビル店

宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル本館1F

・ ミスターミニット 東京ミッドタウン日比谷店 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー9F
・ ミスターミニット 銀山町店

広島県広島市中区幟町15-4

・ ミスターミニット JR飯田橋駅東口店

東京都千代田区飯田橋4-8-1

・ ミスターミニット イオン金山店

愛知県名古屋市中区金山1-11-17

【更新 2018/5/10】

氏名又は名称
株式会社GLOBAL WORKS

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ iPhone修理ジャパン渋谷店

東京都渋谷区宇田川町16-8 渋谷センタービル501

・ iPhone修理ジャパン新宿店

東京都新宿区西新宿7-1-7 新宿ダイカンプラザA館816

・ iPhone修理ジャパン池袋店

東京都豊島区西池袋1-3-5 後藤ビル2F

・ iPhone修理ジャパン川越店

埼玉県川越市脇田町3-17

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/3/7 T000040 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社FOSTER

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ アイフォンプラザ横浜本店

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
神奈川県横浜市中区花咲町一丁目53番地1 AN横浜ビル
2018/3/26 T000041 A1453（Apple Inc.）
8階
【修理の箇所】
表示装置、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
有限会社エヌオーワンセブン

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマホ工房恵比寿店

東京都渋谷区恵比寿1-8-14 大黒ビル1F エビスストア32
号室

・ スマホ工房西荻窪店

東京都杉並区西荻南3-10-6 中村ビル1F

・ スマホ工房大久保店

東京都新宿区百人町2-21-4 渡辺ビル2A

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2018/3/26 T000042 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
株式会社アソビゴコロ

・ アイスマイル 三宮センター街店

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービ
2018/3/26 T000043 A1688（Apple Inc.）
ル 613
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、操作ボタン、バイブレータ、電池
兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目10-7

・ アイスマイル 京都駅前店

京都府京都市下京区東境町191-2 烏丸七条ビル 402号

・ アイスマイル 姫路店

兵庫県姫路市白銀町41 福光ビル 301

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ アイスマイル 三宮駅前店

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社フラッシュエージェント

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ スマホ修理王渋谷神南本店

東京都渋谷区神南1-20-8 芳賀電ビル3F

・ スマホ修理王池袋北口店

東京都豊島区西池袋1-29-14 オリエント池袋1008号室

・ スマホ修理王大阪心斎橋店

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-13 ラストロビル2F

・ スマホ修理王名古屋栄店

愛知県名古屋市中区錦3丁目22-14 マルニシビル1F モ
バックス栄店内

・ スマホ修理王上野御徒町店

東京都台東区上野6丁目4-12 ウェルカムモール内

・ スマホ修理王イオシス秋葉原店

東京都千代田区外神田3丁目14-8 新末広ビル2F イオシ
ス買取センター内

・ スマホ修理王高田馬場店

東京都新宿区高田馬場4丁目6-8 宮坂ビル4F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2018/3/30 T000044 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
西菱電機株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ 西菱電機株式会社 テレコム事業部

東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア4F

・ 西菱電機株式会社 テレコム事業部

東京都港区芝大門1-1-30 芝NBFタワー12F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/4/10 T000045 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池、コネクタ

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社ブループリント

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ iphone修理のQuick新宿南口店

東京都新宿区西新宿1-18-6 山兼新宿ビル7階

・ iphone修理のQuick名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅4-5-26 ユニモール桜ビル3階

・ iphone修理のQuick岡崎駅前店

愛知県岡崎市羽根西1-8-8 マスコットビル2階

・ iphone修理のQuick岐阜駅前店

岐阜県岐阜市長住町2-9-1

・ iphone修理のQuick町田店

東京都町田市原町田 6-15-2 RSビル301号

・ iphone修理のQuick津田沼店

千葉県船橋市前原西2-22-14 三橋ビル202号

・ iphone修理のQuick成田店

千葉県成田市花崎町814-5 ヤナギヤビル1階

・ iphone修理のQuick調布店

東京都調布市布田1丁目37-16 鈴木ビル2F

・ iphone修理のQuick仙川店

東京都調布市仙川町1-16-7 ライオンズマンション207

・ iphone修理のQuick高円寺店

東京都杉並区高円寺南4-25-1 ゆとりすとK6 2F

・ iphone修理のQuick笹塚店

東京都渋谷区笹塚1丁目56-6 クレセントプラザ笹塚30B

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/4/27 T000046 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、マイク、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社WISE IT

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ iPhoneDoctor 神田本店

東京都千代田区神田須田町1-14 AKビル2F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/5/10 T000047 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
ぐんぐん株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ iPhone修理のぐんぐん 栄店

愛知県名古屋市中区栄3-35-22 ゴードン栄ビル7F

・ iPhone修理のぐんぐん 岡崎店

愛知県岡崎市鴨田本町4-1

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/6/14 T000048 A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社ヒカリオ

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ アイプラス京都アバンティ店
・ アイプラス河原町OPA店

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
京都府京都市南区九条西山王町31 京都アバンティB1階
2018/6/21 T000049 A1586（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
京都府京都市中京区河原町通四条上ル 河原町オーパ6
電池
階

・ アイプラス高槻グリーンプラザ店

大阪府高槻市紺屋町1-1 グリーンプラザたかつき1号館2
階

・ アイプラス茨木店

大阪府茨木市駅前1-2-10 サンプラザ茨木駅前ビル10階

・ アイプラス横浜ビブレ店

神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレ4階

氏名又は名称
株式会社日本アシスト

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ 株式会社日本アシスト 東京モバイルサー 東京都江東区亀戸7-53-18
ビスセンター

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/7/11 T000050 A1688（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
ウィストロン株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ ウィストロン株式会社

千葉県習志野市茜浜2-6-2

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
事業を廃止し、又は登録
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
を取り消した年月日
更をした日
2018/7/17 T000051 A1688（Apple Inc.）
－
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池

氏名又は名称
株式会社every

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ iPhone修理ダイワンテレコム 町田店

東京都町田市原町田6-20-19 STビル3F

・ iPhone修理ダイワンテレコム 橋本店

神奈川県相模原市緑区橋本6-1-24 2F

・ iPhone修理ダイワンテレコム 藤沢駅前店

神奈川県藤沢市南藤沢20-2 第一興産17号館3F

・ iPhone修理ダイワンテレコム ボーノ相模大 神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2 ボーノ相模大野
野店
サウスモールA-101
・ iPhone修理救急便 相模原淵野辺駅前店

神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-15-19 SUNWOOD淵
野辺B1F

・ iPhone修理救急便 渋谷店

東京都渋谷区宇田川町36-2 ノア渋谷606

・ iPhone修理救急便 恵比寿駅前店

東京都渋谷区恵比寿西1-8-8 703号室

・ iPhone修理救急便 池袋東口店

東京都豊島区南池袋1-18-23 ルックハイツ池袋301

・ iPhone修理救急便 横浜ベイクウォーター
店

神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクウォー
ター4F

・ iPhone修理救急便 名古屋駅店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ファッションワン地下
一階

・ iPhone修理救急便 栄セントラルパーク店

愛知県名古屋市中区錦3-15-13 セントラルパーク地下街

・ iPhone修理救急便 新宿店

東京都新宿区西新宿1-2-13 山田ビル2F

・ iPhone修理救急便 立川店

東京都立川市曙町2-5-19 アポロンビル2F

・ iPhone修理救急便 上野アメ横店

東京都台東区上野6-10-7 アメ横プラザA棟38号

【更新 2018/9/15】

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/8/8 T000052 A1586（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、フレーム、スピーカ、カメラ、操作ボタン、バイブレータ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社キャッスル

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ キャッスル天神橋筋五丁目店

大阪府大阪市北区天神橋5-7-23

・ キャッスル梅田店

大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第二ビルB2F

・ キャッスル難波店

大阪府大阪市中央区難波千日前15-15 清水ビル4F

・ キャッスル天王寺店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29 AITビル1F

・ キャッスル神戸三宮店

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-31-29 kobeピアザ1

・ キャッスル京都河原町店

京都府京都市中京区裏寺町596-2

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/8/9 T000053 A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、コネクタ、カメラ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

氏名又は名称
株式会社ナスキー

修理を行う事務所の名称及び所在地
・ HYPER SHOP モラージュ菖蒲店

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲3F

・ HYPER SHOP イオンモール北戸田店

埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオンモール北戸田3F

・ HYPER SHOP イオンモール川口前川店

埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川3F

・ HYPER style イオンモール多摩平の森店

東京都日野市多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森2F

・ HYPER style イオンモールつくば店

茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば2F

・ HYPER SHOP イオンモール春日部店

埼玉県春日部市下柳420-1 イオンモール春日部3F

・ HYPER SHOP イオンモール土浦店

茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦3F

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録番号 修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした日
2018/9/11 T000054 A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、コネクタ、カメラ、電池

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日
－

