
○登録修理業者一覧

No. 登録番号 氏名又は名称 登録年月日
修理を行う事務所の名称及び所在地、
修理する特別特定無線設備の範囲及
び修理の箇所等

事業を廃止し、又は登
録を取り消した年月日

1 R000001 Asurion Technology Japan株式会社 2015/5/12 該当ページ -

2 R000002 株式会社クレア 2015/10/9 該当ページ -

3 R000003 モバイルケアテクノロジーズ株式会社 2015/12/8 該当ページ -

4 R000004 スマホステーション株式会社 2016/6/16 該当ページ 2020/11/16

5 R000005 株式会社イー・トラックス 2016/8/29 該当ページ -

6 R000006 ｉＣｒａｃｋｅｄ　Ｊａｐａｎ株式会社 2016/9/16 該当ページ -

7 R000007 株式会社ゲオ 2016/10/3 該当ページ -

8 R000008 株式会社AppBank Store 2016/10/19 該当ページ -

9 R000009 エース株式会社 2016/10/27 該当ページ -

10 R000010 MEC.i株式会社 2016/11/9 該当ページ -

11 R000011 緒方 和博 2016/11/14 該当ページ -

12 R000012 日本特殊軽電株式会社 2016/11/14 該当ページ 2017/5/31

13 R000013 株式会社リンゴ屋 2016/11/14 該当ページ -

14 R000014 北筑電業株式会社 2016/11/16 該当ページ -

15 R000015 株式会社りんごや名古屋通商 2017/2/3 該当ページ -



○登録修理業者一覧

No. 登録番号 氏名又は名称 登録年月日
修理を行う事務所の名称及び所在地、
修理する特別特定無線設備の範囲及
び修理の箇所等

事業を廃止し、又は登
録を取り消した年月日

16 R000016 日本PCサービス株式会社 2017/2/13 該当ページ 2021/1/8

17 R000017 清水　健一 2017/3/7 該当ページ 2018/10/1

18 R000018 株式会社じゃんぱら 2017/3/7 該当ページ -

19 R000019 株式会社ホワイトボード 2017/4/14 該当ページ -

20 R000020 株式会社ギア 2017/5/10 該当ページ -

21 R000021 株式会社ブレイディア 2017/5/10 該当ページ -

22 R000022 株式会社ティーデザイン 2017/6/2 該当ページ -

23 R000023 アイエフシー株式会社 2017/6/2 該当ページ -

24 R000024 マッチングワールド株式会社 2017/8/28 該当ページ -

25 R000025 有限会社ビイネット 2017/8/31 該当ページ -

26 R000026 株式会社スマホスピタル 2017/9/15 該当ページ -

27 R000027 ミク・スタイル株式会社 2017/10/3 該当ページ -

28 R000028 株式会社オーバーカム 2017/10/5 該当ページ -

29 R000029 バイヤーズ株式会社 2017/11/20 該当ページ -

30 R000030 株式会社グロウワーク 2017/11/22 該当ページ -



○登録修理業者一覧

No. 登録番号 氏名又は名称 登録年月日
修理を行う事務所の名称及び所在地、
修理する特別特定無線設備の範囲及
び修理の箇所等

事業を廃止し、又は登
録を取り消した年月日

31 R000031 株式会社インチャージ 2017/12/5 該当ページ -

32 R000032 ユウソリューションズ株式会社 2017/12/8 該当ページ -

33 R000033 株式会社Econet 2018/1/9 該当ページ -

34 R000034 株式会社MobileStyle 2018/2/1 該当ページ -

35 R000035 株式会社Mazuma Japan 2018/2/16 該当ページ -

36 R000036 株式会社ＮＫアース 2018/2/23 該当ページ -

37 R000037 デジタルリユース株式会社 2018/2/23 該当ページ -

38 R000038 株式会社ネオリア 2018/2/23 該当ページ 2020/1/31

39 R000039 ミニット・アジア・パシフィック株式会社 2018/3/7 該当ページ -

40 R000040 株式会社GLOBAL WORKS 2018/3/7 該当ページ 2020/1/31

41 R000041 株式会社FOSTER 2018/3/26 該当ページ -

42 R000042 有限会社エヌオーワンセブン 2018/3/26 該当ページ -

43 R000043 株式会社アソビゴコロ 2018/3/26 該当ページ 2018/12/31

44 R000044 株式会社フラッシュエージェント 2018/3/30 該当ページ -

45 R000045 西菱電機株式会社 2018/4/10 該当ページ -



○登録修理業者一覧

No. 登録番号 氏名又は名称 登録年月日
修理を行う事務所の名称及び所在地、
修理する特別特定無線設備の範囲及
び修理の箇所等

事業を廃止し、又は登
録を取り消した年月日

46 R000046 株式会社ブループリント 2018/4/27 該当ページ -

47 R000047 株式会社WISE IT 2018/5/10 該当ページ -

48 R000048 ぐんぐん株式会社 2018/6/14 該当ページ -

49 R000049 株式会社ヒカリオ 2018/6/21 該当ページ 2020/4/1

50 R000050 株式会社日本アシスト 2018/7/11 該当ページ -

51 R000051 ウィストロン株式会社 2018/7/17 該当ページ -

52 R000052 株式会社every 2018/8/8 該当ページ -

53 R000053 株式会社キャッスル 2018/8/9 該当ページ 2019/4/30

54 R000054 株式会社ナスキー 2018/9/11 該当ページ -

55 R000055 アドレス・サービス株式会社 2018/11/12 該当ページ 2019/6/30

56 R000056 株式会社CIO 2018/11/13 該当ページ -

57 R000057 株式会社シナジーグローバル 2018/12/12 該当ページ -

58 R000058 レディオブック株式会社 2019/3/8 該当ページ -

59 R000059 株式会社MM4 2019/3/18 該当ページ -

60 R000060 株式会社トニーズ 2019/6/7 該当ページ -



○登録修理業者一覧

No. 登録番号 氏名又は名称 登録年月日
修理を行う事務所の名称及び所在地、
修理する特別特定無線設備の範囲及
び修理の箇所等

事業を廃止し、又は登
録を取り消した年月日

61 R000061 ヴィレッジアライアンス株式会社 2019/6/14 該当ページ -

62 R000062 株式会社247 2019/8/16 該当ページ -

63 R000063 株式会社あLink 2019/10/29 該当ページ -

64 R000064 株式会社NDA 2019/11/13 該当ページ -

65 R000065 Brightstar Japan株式会社 2019/12/11 該当ページ 2021/4/30

66 R000066 大石　真敬 2019/12/11 該当ページ -

67 R000067 株式会社カメラ朝日 2020/1/16 該当ページ -

68 R000068 株式会社EDEN 2020/2/18 該当ページ -

69 R000069 株式会社media resort 2020/2/25 該当ページ -

70 R000070 株式会社IC-NET 2020/3/10 該当ページ -

71 R000071 Network Engineering株式会社 2020/3/27 該当ページ 2021/7/15

72 R000072 株式会社せんだい屋 2020/3/27 該当ページ -

73 R000073 株式会社エニシング 2020/4/7 該当ページ -

74 R000074 株式会社さすがや 2020/4/15 該当ページ -

75 R000075 デジタルデータソリューション株式会社 2020/5/7 該当ページ -



○登録修理業者一覧

No. 登録番号 氏名又は名称 登録年月日
修理を行う事務所の名称及び所在地、
修理する特別特定無線設備の範囲及
び修理の箇所等

事業を廃止し、又は登
録を取り消した年月日

76 R000076 長澤　一輝 2020/7/30 該当ページ -

77 R000077 株式会社FS Create 2020/8/26 該当ページ -

78 R000078 株式会社パステック 2020/8/26 該当ページ 2021/2/3

79 R000079 小松　豊昭 2020/8/26 該当ページ -

80 R000080 近畿電機株式会社 2020/9/15 該当ページ -

81 R000081 株式会社CDRエコムーブメント 2020/11/9 該当ページ -

82 R000082 スマホステーション株式会社 2020/11/17 該当ページ -

83 R000083 リーテック株式会社 2021/1/4 該当ページ -

84 R000084 株式会社フレンド 2021/7/14 該当ページ -

85 R000085 株式会社玉光堂 2021/7/14 該当ページ -

86 R000086 有限会社アシスト 2021/7/21 該当ページ -

R000087 株式会社エイトカンパニー 2021/9/29 該当ページ

-

87

88 R000088 2022/4/12

-

該当ページ株式会社サザンプラン













 
 







氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理す
る特別特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

2019/9/4 （72）A2098（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

（73）A2102（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

（74）A2106（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





氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

モバイルケアテクノロジーズ株式会社
神奈川県横浜市都筑区池辺町4388
港北住倉ビルディング

2020/9/15 R000003 （１）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
箇所(SIMトレイ、ホームボタン・タッチIDユニットFPCコネクタ固定カバー、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、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)

-

（２）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)

（３）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)

（４）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)

（５）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)

（６）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)

（７）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

（８）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、コネクタ、バイブレー
タ、電池

モバイルケアテクノロジーズ株式会社



氏名又は名称 登録年月日 登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) スマホステーション吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－１６　コピス吉祥寺B1F

2016/6/16 R000004 2020/11/16

(2) 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
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－１　いなりやビルBM2F

(3) 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

(4) 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

(5) 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

(6) スマホステーション 愛媛CATV大手町オープンスタジオ店
愛媛県松山市大手町1-11-4

(7) スマホステーション 愛媛CATV明屋書店石井店
愛媛県松山市北井門2-10-32

(8) スマホステーション お宝発見岡山店
岡山県岡山市南区当新田121-1

(9) スマホステーション UNiCASE錦糸町パルコ店
東京都墨田区江東橋4-27-14　錦糸町パルコ6F

(10) スマホステーション UNiCASEアミュエスト博多店
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1　アミュエストB1F

スマホステーション株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地

１．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

２．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、コネクタ、バイブレータ、電池

３． 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、コネクタ、バイブレータ、電池

４． 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、コネクタ、バイブレータ、電池



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理
する特別特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

（１）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
　
（２）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

2019/7/30 R000005 （１）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

（２）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

-

（３）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

（４）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

（５）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

（６）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

（７）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

（８）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

株式会社イー・トラックス



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

iCracked Japan株式会社 (1) iCracked Store　渋谷
東京都渋谷区宇田川町12−10

R000006 -

(2) 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

(3) iCracked Store　吉祥寺
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-3

(4) 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

(5) iCracked Store　府中
東京都府中市宮町1-10-59

(6) iCracked Store　札幌ロフト
北海道札幌市中央区北5条西2丁目1　エスタ6F

(7) iCracked Store　京都河原町
京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58　ミーナ京都

(8) iCracked Store　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

(9) iCracked Store　銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6　銀座ロフト内

(10) iCracked Store 博多天神
福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25 天神ロフト1F

(11) iCracked Store　新宿本店
 東京都新宿区新宿3-28-5 キーストンビル別館

(12) iCracked Store　立川
東京都立川市曙町2-7-17

(13) 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

(14) iCracked Store　TSUTAYA 新涯
広島県福山市新涯町3-21-11

(15) iCracked Store 名古屋栄本店
愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク5階 ロフト名古屋内

(16) iCracked Store　甲府
山梨県甲府市下石田2-10-6

(17) iCracked Store　富士吉田河口湖
山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-11

(18) iCracked Store 神戸三宮元町
兵庫県神戸市中央区元町通1-10-2

(19) iCracked Store　徳島
徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174　フジグラン北島2F

(20) iCracked Store　松山
愛媛県松山市宮西1-2-1　フジグラン松山4F

(21) iCracked Store　八代
熊本県八代市大手町1-6-27

(22) iCracked Store　仙台ロフト
宮城県仙台市青葉区中央1-10-10　仙台ロフト内

(23) iCracked Store　ウエストコート姪浜
福岡県福岡市西区内浜1-7-3　ウエストコート姪浜レジャービル1F

(1)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

(2)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

(3)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

(4)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

(5)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

(6)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

(7)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

(8)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

(9)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

(10)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

(11)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

(12)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

(13)A2106（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

2020/9/1



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(24) iCracked Store　静岡本店
静岡県静岡市葵区御幸町6-10　静岡マルイ1F

(25) iCracked Store　グランフロント大阪
大阪府大阪市北区大深町3-1　グランフロント大阪北館5F

(26) iCracked Store 藤枝
静岡県藤枝市青木2-8-28　くりっぴープラザ2F

(27) iCracked Store 武蔵境イトーヨーカドー
東京都武蔵野市境南町2-3-6　イトーヨーカドー武蔵境店西館１階

(28) iCracked Store パテオ西新発田
新潟県新発田市富塚町2丁目19番19号　パテオ西新発田ショッピングセンター内

(29) iCracked Store 田無
東京都西東京市田無町4-1-3　西武田無駅ビル1F

(30) iCracked Store 中野
東京都中野区中野3-34-28　中野マルイ2F

(31) iCracked Store 湘南藤沢
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-1　パールⅡビル1F

(32) iCracked Store サンエーつかざんシティ
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1471-2　つかざんシティ2F

(33) iCracked Store 木更津
千葉県木更津市長須賀328-10

(34) iCracked Store 大宮
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3
　DOMショッピングセンター 東急ハンズ大宮店内

(35) iCracked Store 宮崎延岡
宮崎県延岡市卸本町9-14

(36) iCracked Store 新宿アイランドタワー
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー2F　保険見直し本舗内

(37) iCracked Spot ゆめタウン八代
熊本県八代市建馬町3−1　ゆめタウン八代

(38) iCracked Store 富士
静岡県富士市鮫島118-10 イオンタウン富士南2F

(39) iCracked Store マークイズ静岡
静岡県静岡市葵区柚木1026 マークイズ静岡3F

(40) iCracked Store 広島
広島県広島市中区八丁堀16-10　東急ハンズ広島店2F

(41) iCracked Store 豊田
愛知県豊田市山之手7-76-1

(42) iCracked Store 成増
東京都板橋区成増2-15-12　2F

(43) iCracked Store 三軒茶屋
東京都世田谷区三軒茶屋1-36-6

(44) iCracked Store 浜松
静岡県浜松市西区入野町6244-1 イオン浜松西店1F



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(45) iCracked Store モザイクモール港北
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-3026　モザイクモール港北3F

(46) iCracked Store 赤羽
東京都北区赤羽西1-5-1　赤羽アピレ1F

(47) iCracked Store 町田東急ハンズ
東京都町田市原町田6-4-1　町田東急ツインズ　イースト6F

(48) iCracked Store 新座
埼玉県新座市野火止5-1-23

(49) iCracked Store 難波
大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19　TSUTAYA EBISUBASHI4F

(50) iCracked Spot 草加花栗
埼玉県草加市花栗4-1-17

(51) iCracked Store 池袋60階通り
東京都豊島区東池袋1-2-1　2F

(52) iCracked Store 東川口
埼玉県川口市戸塚2-27-6-2F

(53) iCracked Spot 蒲生
埼玉県越谷市蒲生寿町5−11 アンバースクエア1F

(54) iCracked Store イオンモール甲府昭和
山梨県中巨摩郡 昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和2F

(55) iCracked Store キャナルシティ博多
福岡県福岡市博多区住吉1-2 キャナルシティ博多 サウスビル2F

(56) iCracked Store フジグラン大洲
愛媛県大洲市中村246番地1 フジグラン大洲5F

(57) iCracked Store サンエー宜野湾コンベンションシティ
沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10 サンエー宜野湾コンベンションシティ2F





氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) 株式会社AppBank Store
東京都新宿区新宿2-13-10 武蔵野ビル6Ｆ

R000008 -

(2) Sma-cle　AppBank Store 柏
千葉県柏市柏1-1-11 ファミリかしわ2Ｆ

(3) Sma-cle　AppBank Store博多マルイ
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 博多マルイ6階

株式会社AppBank Store １．A1453（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

２．A1586（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

３．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

４．A1524(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

５．A1779　(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

６．A1906(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

７．A1902(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

2020/12/31





氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

（１）MEC.i株式会社　東京センター
　　東京都江戸川区西瑞江4-14-8　TSMビル３Ｆ

（２）MEC.i株式会社 広島センター
 　　広島県東広島市西条町大字下見449-2
 　　福山通運東広島流通センター内２Ｆ

（３）MEC.i株式会社 関西センター
　　 兵庫県川西市久代3-13-21　ミヨシ電子ビル２Ｆ

2019/10/29 R000010 -

（７）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

（8）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、コネクタ、バイブ
レータ、電池

MEC.i株式会社 （１）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

（２）SH-02E（シャープ株式会社）

【修理の箇所】
工事設計に合致する修理（メイン基板及びアンテナを含むすべての箇所）

（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

（４）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

（５）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

（６）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 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社リンゴ屋 (1) リンゴ屋港区虎ノ門店
東京都港区西新橋2-33-4　プレイアデ虎ノ門902

2021/6/14 R000013 -

(2) リンゴ屋栃木カインズ小山店
栃木県小山市立木1041　カインズ小山店内

(3) 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

(4) リンゴ屋船橋店
千葉県船橋市本町2-14-14

(5) 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

(6) 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

(7) 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

(8) リンゴ屋リペア工房石巻店
宮城県石巻市中里3-2-11

(9) 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

(10) リンゴ屋狭山店
埼玉県狭山市広瀬1-6-16　TSUTAYA狭山店内

(11) 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

(12) リンゴ屋新下関店
山口県下関市石原305　コスパビル2F

(13) リンゴ屋京急線屏風浦駅前店
神奈川県横浜市磯子区森3-18-5

(14) リンゴ屋新大阪店
大阪府大阪市淀川区西中島3-12-15　4F

(15) リンゴ屋川西店
兵庫県川西市多田桜木1-9-30　リバー12,5号室

(16) リンゴ屋なんばパークス店
大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70　なんばパークス4F

(17) リンゴ屋machino omiseイオンモール大日店
大阪府守口市大日東町1-18　イオンモール大日店2F

(18) リンゴ屋QLuRi川越店
埼玉県川越市小室385-1 TSUTAYA QLuRi川越店内

(19) リンゴ屋立川南店
東京都立川市柴崎町3-6-2  アレアレア〔1〕4F TSUTAYA立川南店内

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







氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録年月日 登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

2017/2/13 R000016 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

2021/1/8日本PCサービス株式会社 (1)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

(2)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

(3)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

(4)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

(5)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

(6)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

(7)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

(8)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

(9)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

(10)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

(11)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

(12)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

(13)ドクター・ホームネット 福岡博多店
　福岡県福岡市博多区祇園町6‐43　ギオン柴田ビル1F





氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社じゃんぱら (1) 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

2021/7/24 R000018 -

(2) 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

(3) じゃんぱら仙台店
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-4-34

(4) 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

(5) 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

(6) 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

(7) 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

(8) 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

(9) 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

(10) 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

(11) 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

(12) 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

(13) じゃんぱら新橋店
東京都港区新橋2-6-7 花菱ビル 2F

(14) 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

(15) 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

(16) 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

(17) 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

(18) 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

(19) 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

(20) 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

(21) 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

(22) 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

(23) 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

(24) 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

(25) 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

(1)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

(2)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

(3)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

(4)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

(5)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

(6)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

(7)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



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(26) 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

(27) 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

(28) 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

(29) 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

(30) 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

(31) 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

(32) じゃんぱら京都店
京都府京都市下京区恵美須之町544

(33) 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

(34) 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

(35) 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

(36) 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

(37) 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

(38) 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

(39) 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

(40) 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

(41) 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

(42) 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

(43) 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

(44) じゃんぱら吉祥寺南口店
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-3-4　吉祥寺南口ビル1F

(45) じゃんぱら大宮東口店
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-5-2　シルバーボックスビル1F

(46) じゃんぱら新橋鳥森通り店
東京都港区新橋2-13-5 三洋堂ビル別館1F

(47) じゃんぱら大阪堂島店
大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目 堂島地下街4号（区画10）

(48) じゃんぱら立川フロム中武店
東京都立川市曙町2-11-2 フロム中武1F（区画4）

(49) じゃんぱら福岡天神店
福岡県福岡市中央区天神2-7-9 天神27ビル 1F

(50) じゃんぱら仙台駅西口店
宮城県仙台市青葉区中央1-8-40 井門仙台駅前ビル3F、4F





氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録
をした年月日又は登
録修理業者が変更を

した年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲及
び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) あいさぽ新宿本店
東京都新宿区新宿3－35－3　森治ビル3F

2021/10/1 R000020 -

(2) 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DICE1F

(3) あいさぽ上野店
東京都台東区上野6-15-1　上野マルイ B1F

(4) 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

(5) 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2F 57号室

(6) 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

(7) あいさぽ堺なかもず店
大阪府堺市北区中百舌鳥町2-303の2

(8) あいさぽ新橋店
東京都港区新橋2-11-2　ヒロビル2F

(9) あいさぽ銀座店
東京都中央区銀座5-7−10　イグジットメルサ B1F

(10) あいさぽ中野店
東京都中野区中野4-3−1　中野サンクォーレ　ブックファースト中野店内

(11) あいさぽ柏店
千葉県柏市柏1-2-31　TSUTAYA柏駅前店内

(12) あいさぽ瑞江店
東京都江戸川区瑞江4-50-12　TSUTAYA瑞江店内

(13) 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

(14) 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

(15) 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

(16) 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4-1-1　仙台駅前イービーンズ2F

(17) 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)

(18) 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

(19) 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

(20) 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

(21) 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2-3　岸和田カンカンベイサイドモールEAST棟 1F

(22) アイサポ南砂店
東京都江東区南砂3-3-6　TSUTAYA南砂店内

(23) 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

(24) 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

(25) アイサポ西船橋店
千葉県船橋市西船4-14-12

株式会社ギア １．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

２．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

３．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

４．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

５．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

６．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

７．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

８．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、コネクタ、バイブレータ、
電池

９．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、コネクタ、バイブレータ、
電池

１０．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、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、
電池



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録
をした年月日又は登
録修理業者が変更を

した年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲及
び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(26) アイサポ松戸駅前店
千葉県松戸市本町4-18

(27) アイサポ綱島店
神奈川県横浜市港北区綱島西2-5-13　梅島NICハイム綱島第7

(28) アイサポ水道橋店
東京都千代田区三崎町2-15-4　奥山ビル1F

(29) アイサポ岐阜東興店
岐阜県岐阜市東興町50

(30) アイサポ八千代台店
千葉県八千代市八千代台東1-14-1　八千代台プラザ

(31) アイサポ天神ソラリア店
福岡県福岡市中央区天神2-11-3　ソラリアステージビル1F リアット！店内

(32) アイサポコープリビング甲南店
兵庫県神戸市東灘区甲南町2-1-20　コープリビング甲南1F リアット！店内

(33) アイサポ東戸塚店
神奈川県横浜市戸塚区品濃町516-5

(34) アイサポ鶴川駅前店
東京都町田市能ヶ谷1-8-8　パレス.リッツ1F

(35) アイサポ阿佐ヶ谷店
東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-58-1　ビーンズ阿佐ヶ谷2F

(36) アイサポイオンモール筑紫野店
福岡県筑紫野市立明寺434-１　イオンモール筑紫野2F　リアット！店内

(37) アイサポイオン秦野店
神奈川県秦野市入船町12-1　イオン秦野1F　ミスタークラフトマン店内

(38) アイサポ君津中野店
千葉県君津市中野3-10-16

(39) アイサポ市川店
千葉県市川市東大和田1-26-19

(40) アイサポ碧南店
愛知県碧南市荒子町5-43

(41) あいさぽ富谷大清水店
宮城県富谷市大清水2-13-1

(42) アイサポ追浜店
神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5

(43) アイサポ朝霞台店
埼玉県朝霞市東弁財1-2-15

(44) アイサポ天神今泉店
福岡県福岡市中央区今泉1-10-24　パソコン市場店内

(45) アイサポショッパーズモールなかま店
福岡県中間市上蓮花寺1-1-1　西館 2F

(46) アイサポ春日店
福岡県春日市小倉1-2春日ルート5　1F

(47) アイサポ長崎店
長崎県長崎市元船町13-5　第二森谷ビル102

(48) アイサポ那珂川店
福岡県那珂川市中原2-161　クローネ博多南102

(49) アイサポ江木店
群馬県高崎市江木町28番地

(50) アイサポ前橋荒牧店
群馬県前橋市荒牧町1-23-4



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録
をした年月日又は登
録修理業者が変更を

した年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(51) アイサポ春日部16号線店
埼玉県春日部市小渕153-1　TSUTAYA春日部16号線店内

(52) アイサポ十和田店
青森県十和田市東四番町5-2　TSUTAYA店内

(53) アイサポ八戸ニュータウン店
青森県八戸市東白山台1-1-35　TSUTAYA店内

(54) アイサポふじみ野店
埼玉県富士見市ふじみ野西1-21-4

(55) アイサポ藤枝店
静岡県藤枝市前島3-12-38

(56) アイサポイオンモール倉敷店
岡山県倉敷市水江1　イオンモール倉敷2F　リアット！店内

(57) あいさぽ神栖店
茨城県神栖市平泉字北口527番80　TSUTAYA OUTLET　神栖店内

(58) アイサポ直方店
福岡県直方市湯野原2-1-1　イオンモール直方1F　リアット！店内

(59) アイサポイオン桜井店
奈良県桜井市上之庄278-1　イオン桜井1F　ミスタークラフトマン桜井店

(60) アイサポイオンスタイル河辺店
東京都青梅市河辺町10-7-1　イオンスタイルA棟4Fメガネフラワー店内

(61) アイサポ熊本店
熊本県熊本市中央区水前寺6-31-30　フジビル2F　中古パソコン市場熊本店内

(62) アイサポ都城店
宮崎県都城市吉尾町6212−2　向新ビル1F　中古パソコン市場都城店内

(63) アイサポウニクス南古谷店
埼玉県川越市泉町3-1　ウニクス南古谷プラザ棟2F　TSUTAYA内　メガネフラワー店内

(64) アイサポN'sCITY店
鹿児島県鹿児島市卸本町5-35　N's CITY 2F　中古パソコン市場店内

(65) アイサポ狭山店
埼玉県狭山市富士見1-20-10　メガネフラワー店内

(66) アイサポ青葉台駅前店
神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-14　エキニア青葉台 2F　TSUTAYA青葉台駅前店内

(67) アイサポ鹿児島店
鹿児島県鹿児島市山下町12-25　赤星パーキングビル103　中古パソコン市場鹿児島店内

(68) アイサポ下関店
山口県下関市一の宮町3-4-12　パソコン市場下関店内

(69) アイサポおゆみ野店
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7-3-8　メガネフラワー店内

(70) アイサポ西新店
福岡県福岡市早良区西新5-1-31　ARK西新Ⅱ1F　中古パソコン市場西新店内

(71) アイサポ巣鴨店
東京都豊島区巣鴨1-17-7　田辺ビル1F　パソコン市場巣鴨店内

(72) アイサポ千葉寺店
千葉県千葉市中央区千葉寺町1205-6 メガネフラワー店内

(73) アイサポ東松山店
埼玉県東松山市砂田町1-10　メガネフラワー店内

(74) アイサポ久留米東合川バイパス店
福岡県久留米市東合川1-10-31　本松ビル101　中古パソコン市場久留米店内

(75) アイサポCoaska Bayside横須賀店
神奈川県横須賀市本町2-1-12　Coaska Bayside Stores 5F
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(76) アイサポ飯塚店
福岡県飯塚市片島1-10-14　第一ボールテナント A号　中古パソコン市場飯塚店内

(77) アイサポ広島牛田店
広島県広島市東区牛田新町1-6-38　中古パソコン市場広島店内

(78) アイサポ長沼店
千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17　フレスポ稲毛　メガネフラワー長沼店内

(79) アイサポ丸広入間店
埼玉県入間市豊岡1-6-12 6F　メガネフラワー丸広入間店内

(80) アイサポ佐沼店
宮城県登米市迫町佐沼字南佐沼1-5-8　TSUTAYA店内

(81) アイサポ北本店
埼玉県北本市中央1-49-1　メガネフラワー北本店内

(82) アイサポ南船場店
大阪府大阪市中央区南船場4丁目11番17号

(83) アイサポLALAガーデンつくば店
茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1　LALAガーデンつくば1階　TSUTAYA店内

(84) アイサポ京都駅前店
京都府京都市下京区東塩小路町547-6　ピースフル京都1階　中古パソコン市場　京都駅前店内

(85) アイサポフジモール吹上店
埼玉県鴻巣市袋字道上90-1　1Fメガネフラワー店内

(86) アイサポ三郷駅前店
埼玉県三郷市早稲田2-2-5　メガネフラワー店内

(87) アイサポ佐世保日宇町店
長崎県佐世保市日宇町665　日宇富士ビル1F　中古パソコン市場佐世保店内

(88) アイサポ野田店
千葉県野田市中根18-21　メガネフラワー店内

(89) アイサポ龍ヶ崎店
茨城県龍ヶ崎市中根台3丁目7-1　TSUTAYA店内

(90) アイサポもりのみやキューズモール店
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目1番70号125区画

(91) アイサポ小倉店
福岡県北九州市小倉北区江南町7-1　18ビル江南102号　中古パソコン市場小倉店内

(92) アイサポルミネ池袋店
東京都豊島区西池袋1丁目11-1　ルミネ10F

(93) アイサポ金町店
東京都葛飾区東金町1-44-14　中古パソコン市場金町店内

(94) アイサポイオン高城店
大分県大分市高城西町28-1　イオン高城ショッピングセンター2階　パソコン市場店内

(95) アイサポ豊橋店
愛知県豊橋市向山町字中畑1番地1 2F新星堂アピタ向山店店内

(96) アイサポいわき鹿島店
福島県いわき市鹿島町走熊字西反町2番 WonderGOOいわき鹿島店内

(97) アイサポ長久手店
愛知県長久手市戸田谷901番地1 2F新星堂アピタ長久手店店内

(98) アイサポ古河店
茨城県古河市小堤字新割1900-1WonderGOO古河店内

(99) アイサポ三郷店
埼玉県三郷市ピアラシティ2丁目2番地5 WonderGOO 三郷店内

(100) アイサポ福岡西店
福岡県福岡市西区上山門2-42-10 中古パソコン市場店内
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(101) アイサポ阪急大井町ガーデン店
東京都品川区大井1-50-5 阪急大井町ガーデン1F　ミスターミニット阪急大井町ガーデン店内

(102) アイサポ宮崎店
宮崎県宮崎市中村西2丁目5-12

(103) アイサポ都城西店
宮崎県都城市蓑原町8571-9

(104) アイサポ会津若松店
福島県会津若松市本町11番16号

(105) アイサポRe⇆STOCK渋谷パルコ店
東京都渋谷区宇田川町15-1　渋谷パルコ4階

(106) アイサポ上伊那宮田店
長野県上伊那郡宮田村6302-1

(107) アイサポ諫早店
長崎県諫早市小船越町1082-1

(108) アイサポ長浜店
滋賀県長浜市神照町118-1

(109) アイサポ坂出店
香川県坂出市江尻町1721-17

(110) アイサポ彦根店
滋賀県彦根市平田町376-3　102号

(111) アイサポ大村店
長崎県大村市協和町1684-1

(112) アイサポ今治店
愛媛県今治市別名196-5

(113) アイサポ笠岡店
岡山県笠岡市6番町4-5

(114) アイサポ米沢店
山形県米沢市中田町1022

(115) アイサポ郡山店
福島県郡山市桑野3丁目19-16　ヒルズ21桑野101号

(116) アイサポ上山店
山形県上山市権現堂字北ノ山353-2

(117) アイサポ白河店
福島県白河市昭和町156-1　トレンドビル

(118) アイサポ茅野メリーパーク店
長野県茅野市宮川4449-1

(119) アイサポ曲金店
静岡県駿河区曲金3-4-6　NEXT OIL 店舗内

(120) アイサポいわき平店
福島県いわき市平新田前6-12

(121) アイサポ浅草店
東京都台東区浅草1-9-1　山口ビル1Fはんこ屋さん21浅草店内

(122) アイサポ二本松店
福島県二本松市本町2丁目45番地

(123) アイサポニシムタ串木野店
鹿児島県いちき串木野市東塩田町1　ニシムタ串木野店内1F

(124) アイサポ宇土店
熊本県宇土市栄町134-1

(125) アイサポ広島府中店
広島県府中市鵜飼町598-1
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(126) アイサポ佐世保日野店
長崎県佐世保市日野町1923-6

(127) アイサポ焼津店
静岡県焼津市本中根192-1

(128) アイサポ宮城大崎店
宮城県大崎市古川稲葉2丁目6-33　仙北スピードキング内

(129) アイサポ山口朝田店
山口県山口市朝田岩富79番

(130) アイサポ四国中央店
愛媛県四国中央市川之江町252-5

(131) アイサポ鹿児島枕崎店
鹿児島県枕崎市中央町205番地

(132) アイサポ丸亀店
香川県丸亀市中府町2丁目7-8　マルナカ丸亀店店内

(133) アイサポ恵那店
岐阜県恵那市長島町正家2-1-2

(134) アイサポ西脇店
兵庫県西脇市高田井町341-1

(135) アイサポ志布志店
鹿児島県志布志市志布志町志布志3-24-1　サンポートしぶしアピア内

(136) アイサポ那須塩原店
栃木県那須塩原市春日町121-440

(137) アイサポ北上中央店
岩手県北上市北鬼柳19地割68番地　江釣子ショッピングセンターパル1F

(138) アイサポ諏訪店
長野県諏訪市城南2-2515-1　カーライフステーション諏訪店内

(139) アイサポ周南店
山口県周南市橋本町1丁目70-3　パイン・ワン・クナイ1F

(140) アイサポ日南店
宮崎県日南市西弁分江島913-1

(141) アイサポ秋葉原店
東京都千代田区神田松永町22番地　成瀬秋葉原ビル1階はんこ屋さん21秋葉原店内

(142) アイサポ茅ヶ崎駅前店
神奈川県茅ケ崎市元町2-3　G.C.CHIGASAKI3F TSUTAYA店内

(143) アイサポたつの店
兵庫県たつの市龍野町堂本字天神466-1

(144) アイサポ吉野川店
徳島県吉野川市鴨島町鴨島478番地2

(145) アイサポ鹿屋店
鹿児島県鹿屋市白崎町5-5

(146) アイサポ松本波田店
長野県松本市波田9949-1

(147) アイサポ新発田店
新潟県新発田市中曽根町3-5-4

(148) アイサポ胎内店
新潟県胎内市住吉町6番3号

(149) アイサポ大分店
大分県大分市中央町2丁目8-29　薬秀中央ビル201

(150) アイサポ由利本荘店
秋田県由利本荘市東梵天86-7
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(151) アイサポ中津川店
岐阜県中津川市中津川2973-6　アルタイル21

(152) アイサポ宇治店
京都府宇治市宇治弐番１番地　一の坂ビル3階

(153) アイサポ高浜店
愛知県高浜市青木町4丁目1-25

(154) アイサポ大府店
愛知県大府市共和町2-20-1　スピックサロン共和店内

(155) アイサポ知多店
愛知県知多市にしの台4丁目16番地23　第2高井店舗3号

(156) アイサポ飯田店
長野県飯田市松尾上溝2700-1

(157) アイサポ福知山店
京都府福知山市上師宮町2丁目105

(158) アイサポ鶴岡山王店
山形県鶴岡市山王町10-37

(159) アイサポ三芳店
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字北新埜855番403　アクロスプラザ2Fメガネフラワー店内

(160) アイサポ安城店
愛知県安城市北山崎町北浦2番地

(161) アイサポ上田店
長野県上田市神畑120-1

(162) アイサポ山科店
京都府京都市山科区御陵原西町7-3　コープみささぎ1Fパソコン市場店内

(163) アイサポ大阪あべの店
大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-10-25　文の里商店街内

(164) アイサポ小手指店
埼玉県所沢市大字上新井4-48-14　メガネフラワー店内

(165) アイサポニシムタ沖永良部店
鹿児島県大島郡知名町黒貫390　ニシムタ沖永良部店内

(166) アイサポ一宮店
愛知県一宮市森本4-19-9　エーデルメゾン102号

(167) アイサポ呉店
広島県呉市広本町1丁目1-38　野呂プラザ2F

(168) アイサポ豊田店
愛知県豊田市若宮町2丁目46

(169) アイサポ清水駅前店
静岡県静岡市清水区辻1丁目1-3　アトラス清水駅前103-2

(170) アイサポみやま店
福岡県みやま市瀬高町小川218-1

(171) アイサポ徳島佐古店
徳島県徳島市佐古三番町15-22-2F　ハローズ佐古2階

(172) アイサポ大田原店
栃木県大田原市若草1-711　TSUTAYA大田原店内

(173) アイサポ津城山店
三重県津市城山3丁目13-37

(174) アイサポ徳島石井店
徳島県名西郡石井町高川原字天神544-1

(175) アイサポ小松店
石川県小松市三日市町41番地
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(176) アイサポ千葉中央店
千葉県千葉市中央区中央4-2-4　はんこ屋さん21千葉中央店内

(177) アイサポ赤羽店
東京都北区赤羽2-17-5　コープ野村スイート1F　はんこ屋さん21赤羽店内

(178) アイサポ大阪狭山店
大阪府大阪狭山市茱萸木3丁目1373-39

(179) アイサポ阿久根店
鹿児島県阿久根市赤瀬川2212-1　A-Zあくね店駐車場内 (A-Z あくね店 敷地内左側)

(180) アイサポ東川口店
埼玉県川口市戸塚3-33-3メガネフラワー店内

(181) アイサポ市原辰巳台店
千葉県市原市辰巳台東1-3-2メガネフラワー店内

(182) アイサポ千歳烏山店
東京都世田谷区南烏山6丁目5-6　TSUTAYA千歳烏山店内

(183) アイサポ犬山店
愛知県犬山市大字犬山字東古券354番地

(184) アイサポ福山駅家店
広島県福山市駅家町大字江良440番1

(185) アイサポ磐田店
静岡県磐田市西貝塚606番地1

(186) アイサポ岡山下中野店
岡山県岡山市南区下中野901-11

(187) アイサポ越前店
福井県越前市日野美2-18-2

(188) アイサポ松山高岡店
愛媛県松山市高岡町86-3

(189) アイサポ倉敷中央病院前店
岡山県倉敷市美和1-2-4

(190) アイサポ東海店
愛知県東海市加木屋町仲新田76番地の1

(191) アイサポキャンプフォスター店
沖縄県北谷町米軍基地キャンプフォスターOKINAWA　エクスチェンジビルディング1002

(192) アイサポうきは店
福岡県うきは市吉井町宮田579-1

(193) アイサポ射水店
富山県射水市坂東127-1　明文堂書店TSUTAYA高岡射水店2階

(194) アイサポ北名古屋店
愛知県北名古屋市九之坪梅田66-1

(195) アイサポ門司店
福岡県北九州市門司区栄町2-3　ニッチクビル1F

(196) アイサポ浜松南店
静岡県浜松市南区新橋町1996-3

(197) アイサポ多気店
三重県多気郡多気町相可1562-1

(198) アイサポ亀有店
東京都葛飾区亀有3-30-1　はんこ屋さん21亀有店内

(199) アイサポイオン貝塚店
大阪府貝塚市地蔵堂74-2　イオン貝塚店2階

(200) アイサポ若葉台店
埼玉県鶴ヶ島市富士見1-7-1　メガネフラワー店内



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録
をした年月日又は登
録修理業者が変更を

した年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(201) アイサポ天草店
熊本県天草市今釜新町3575

(202) アイサポR153日進店
愛知県日進市浅田町西田面142

(203) アイサポ日進岩藤店
愛知県日進市岩藤町所寒519番地1

(204) アイサポ仙台愛子店
宮城県仙台市青葉区栗生7丁目4-6　TSUTAYA店内

(205) アイサポ十条店
東京都北区上十条1-1-9　セルフ十条台SS店内

(206) アイサポ大泉店
群馬県邑楽郡大泉町住吉57-3　TSUTAYA店内

(207) アイサポ新城店
愛知県新城市杉山字野中33-1

(208) アイサポ日田店
大分県日田市南元町20-20　伊東新聞店店内

(209) アイサポ勝田東石川店
茨城県ひたちなか市東石川3614-1　ブックエース店内

(210) アイサポ茨大前店
茨城県水戸市堀町1094-7　ブックエース店内

(211) アイサポ富士宮店
静岡県富士宮市大宮町32-15







氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) ifc本部
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-209　グランディ桜木ビル2F

2020/10/1 R000023 -

(2) ifcMEGAドン・キホーテ新安城店
愛知県安城市東栄町3-1-12　MEGAドン・キホーテ新安城店 1F

(3) ifc小平花小金井店
東京都小平市花小金井1-3-26

(4) ifc津田沼パルコ店
千葉県船橋市前原西2-18-1　パルコB館 1F

(5) 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

(6) ifcシナジーモバイル青梅店
東京都青梅市新町6-16-15　ベイシア青梅店 1F

(7) 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

(8) ifc豊橋新城店
愛知県新城市片山字西野畑545　スギ薬局 2F

(9) ifc金沢店
石川県金沢市駅西本町3-18-27

(10) ifc岡山真庭店
岡山県真庭市勝山805

(11) ifc茅ヶ崎店
神奈川県茅ケ崎市新栄町7番7号

(12) ifc福岡飯塚店
福岡県飯塚市立岩1125-1

(13) ifc柏店
千葉県柏市中央1-2-23

(14) ifc福岡西・佐賀店
福岡県福岡市早良区東入部3-2-12 1F

(15) ifc盛岡店
岩手県盛岡市盛岡駅前通15-24

(16) ifc富士店
静岡県富士市永田町1-92

(17) ifc金沢大学前通り店
石川県金沢市もりの里3-22　メゾン・ド・TESTONIⅢ１F

(18) ifc イオンタウン仙台泉大沢店
宮城県仙台市泉区大沢1-8-1 2F

修理を行う事務所の名称及び所在地

１．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

アイエフシー株式会社



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(19) ifc Vision 江南店
愛知県江南市古知野町朝日113-2F

(20) ifc mobile shop core 長野店
長野県長野市南千歳1-7-10　15-2F

(21) ifc MEGAドン・キホーテ名古屋本店
愛知県名古屋市北区玄馬町234-1　MEGAドン・キホーテ名古屋本店1F

(22) ifcいわき鹿島店
福島県いわき市鹿島町久保1-5-11

(23) 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

(24) 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

(25) ifc阿南店
徳島県阿南市日開野町南居内321-1

(26) ifcコムショップ薩摩川内店
鹿児島県薩摩川内市御陵下町24-10

(27) ifc西日本佐世保北店
長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免1018

(28) ifc名古屋駅店
愛知県名古屋市中村区竹橋町14-2　ブランドブラン1A（株）盛博内

(29) ifc寝屋川店
大阪府寝屋川市北大利町12-2

(30) ifc 太田川店
愛知県東海市大田町下浜田102-1　ラスパ太田川北館1F

(31) ifc 神田岩本町店
東京都千代田区神田岩本町1番地　坂田ビル

(32) ifc 新松戸店
千葉県松戸市新松戸4-6　直井ビル１階

(33) ifc 福岡中央店
福岡県福岡市南区大楠3-3-5　シティパレス天神南1F

(34) ifc イオンタウンおゆみ野店
千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1　イオンタウンおゆみ野2F





　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変
更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

有限会社ビイネット (1) 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

2018/11/30 R000025 -

(2) 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

(3) 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

(4) 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

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

修理を行う事務所の名称及び所在地

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社スマホスピタル (1) 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403号室

2021/12/1 R000026 -

(2) 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

(3) 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

(4) スマホスピタル堺東店
大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通59番地 南海堺東ビル北館8F
南海堺東駅クリニックセンター

(5) スマホスピタル京都河原町店
京都府京都市下京区四条通河原町東入ル真町88-3
ユー・イットウ池善ビル2Ｆ

(6) 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

(7) 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

(8) 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4-27-1　モード学園スパイラルタワーズB1

(9) 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

(10) スマホスピタル新宿アルタ店
東京都新宿区新宿3-24-3　新宿アルタ3階

(11) 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

(12) スマホスピタル藤沢店
神奈川県藤沢市藤沢530-17 サンキビル3階

(13) 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

(14) スマホスピタル名古屋金山店
愛知県名古屋市中区金山1-16-11　グランド金山ビル3Ｆ

(15) 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

(16) 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

(17) スマホスピタル渋谷店
東京都渋谷区神南1-11-5　ダイネス壱番館渋谷302号室

(18) スマホスピタル池袋店
東京都豊島区西池袋1-29-14　オリエント池袋404号室

(19) スマホスピタル大丸札幌店
北海道札幌市中央区北5条西4-7
大丸札幌店3F KIKIYOKOCHO

(20) 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

(21) 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

(22) スマホスピタル新橋駅前店
東京都港区新橋2-16-1　ニュー新橋ビル4F

(23) 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

(24) 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1-11-4　大阪駅前第4ビルB2 35号室

(25) スマホスピタル京橋店
大阪府大阪市都島区東野田町2-4-15　植嶋ビル202号室

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

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

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

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

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



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(26) 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

(27) スマホスピタル町田店
東京都町田市原町田6丁目21-5　ARCビル301号室

(28) 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1F南区画

(29) スマホスピタル厚木ガーデンシティ店
神奈川県厚木市中町1-5-10　厚木ガーデンシティ4F415-2号区画

(30) スマホスピタル那須塩原店
栃木県那須塩原市東小屋461-5

(31) スマホスピタル伊丹店
兵庫県伊丹市西台2-6-5　イスズハイツベル伊丹三番館1F店舗

(32) スマホスピタル博多駅前店
福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-14　第2宮島ビル2-A

(33) スマホスピタル熊本下通店
熊本県熊本市中央区下通1-9-11　ライズ銀座通りビル2F

(34) スマホスピタル鹿児島店
鹿児島県鹿児島市東千石8-18　Rストーンビル3F

(35) スマホスピタル広島駅前店
広島県広島市南区大須賀町13-5 田村ビル3F

(36) スマホスピタル心斎橋本店
大阪府大阪市中央区南船場3-6-14　もみぢ屋ビル201号室

(37) スマホスピタル佐賀駅前店
佐賀県佐賀市駅前中央2-3-3

(38) スマホスピタル高知店
高知県高知市追手筋１丁目８－21　プランタンパート３　１階

(39) スマホスピタル中津店
大阪府大阪市北区豊崎3-17-9　豊崎旭ビル2F

(40) 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

(41) スマホスピタル和泉府中店
大阪府和泉市府中町3-16-22

(42) スマホスピタル福岡天神店
福岡県福岡市中央区天神2-3-10　天神パインクレスト701号室

(43) スマホスピタル高田馬場店
東京都新宿区高田馬場1丁目34-8 大輝ビル401号室

(44) スマホスピタル立川店
東京都立川市錦町1-3-28　エスアールエスビル401号室

(45) スマホスピタル神戸三宮店
兵庫県神戸市中央区北長狭通1-2-3　二鶴ビル801号室

(46) スマホスピタルイオン相模原店
神奈川県相模原市南区古淵2-10-1　イオン相模原ショッピングセンター１F

(47) スマホスピタル静岡パルコ店
静岡県静岡市葵区紺屋町6-7　静岡パルコB1F

(48) スマホスピタル秋葉原店
東京都千代田区外神田1-15-8　丸山ビル4F

(49) スマホスピタル埼玉大宮店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1-5　山中ビル4F

(50) スマホスピタル川崎店
神奈川県川崎市川崎区砂子1-1-12　いせやビル404号室



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(51) スマホスピタル埼玉川越店
埼玉県川越市脇田町6-8

(52) スマホスピタル宇都宮店
栃木県宇都宮市東宿郷1丁目4-5 岸ビル3F

(53) スマホスピタル香川高松レインボー通り店
香川県高松市木太町2区1143-1　ローズシャルムハスイ107号

(54) スマホスピタル西武東戸塚S.C.店
神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1　西武東戸塚S.C.アネックス館6階

(55) スマホスピタル新宿南口
東京都渋谷区代々木2-8-5　新宿南口ビル402号室

(56) 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7丁目南4-16 コーポ南郷１階

(57) 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1階

(58) ドクター・ホームネット東京国分寺店
東京都国分寺市本多4-11-2 ベルコンフォート1階

(59) 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1階

(60) 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1階

(61) 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六角橋2-14-28 ファミール白楽1階

(62) 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桜木町2-407　森田ビル1階

(63) ドクター・ホームネット名古屋店
愛知県名古屋市東区大松町5-2 林レジデンス1階

(64) 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1階

(65) 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1階

(66) 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1階

(67) 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1階

(68) ドクター・ホームネット福岡博多店
福岡県福岡市博多区博多駅南5-8-5 K-2ビル2階201号室

(69) ドクター・ホームネット熊本店
熊本県熊本市中央区白山1丁目2-13

(70) ドクター・ホームネット仙台愛宕橋店
宮城県仙台市若林区土樋1丁目11-8 コーポ高昌第一102号室

(71) スマホスピタル海老名出張所店
神奈川県海老名市中央3丁目2-5　ダイエー海老名店1F

(72) スマホスピタル八尾店
大阪府柏原市本郷5-200-6

(73) スマホスピタルイオンタウン茨木太田店
大阪府茨木市城の前町2-1 イオンタウン茨木太田2F

(74) スマホスピタルスリール金沢鞍月店
石川県金沢市鞍月5丁目253 グランロード103号室

(75) スマホスピタル船橋FACE店
千葉県船橋市本町1-3-1 船橋フェイス3階



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(76) スマホスピタル登戸向ヶ丘遊園店
神奈川県川崎市多摩区登戸2719 モリビル3階

(77) スマホスピタル沖縄美里店
沖縄県沖縄市美原4丁目29-1

(78) スマホスピタル沖縄コープ山内店
沖縄県沖縄市南桃原4丁目1-1

(79) ドクター・ホームネット浜松葵店
静岡県浜松市中区葵西3-25-1　イオンタウン浜松葵

(80) スマホスピタルビオルネ枚方店
大阪府枚方市岡本町7-1　ビオルネ2階

(81) スマホスピタル住道オペラパーク店
大阪府大東市赤井1-4-1　オペラパーク3F（ポップタウン住道3F）

(82) スマホスピタル東大阪ロンモール布施店
大阪府東大阪市長堂1-1-52　ロンモール東館

(83) スマホスピタル京阪百貨店守口店
大阪府守口市河原町8番3号　京阪百貨店7階

(84) スマホスピタルアル・プラザ小松店
石川県小松市園町23-1　アル・プラザ小松2F



氏名又は名称 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別特定無線
設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登
録を取り消した年月日

(1) 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

2019/7/31 R000027 －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

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

修理を行う事務所の名称及び所在地

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

バイヤーズ株式会社 (1) ダイワンテレコム新宿本店
東京都新宿区新宿3丁目35-6 新宿アウンビル5F

-

(2) ダイワンテレコム渋谷センター街店
東京都渋谷区宇田川町23-11 KAWAMURAビル1F

(3) ダイワンテレコム梅田店
大阪府大阪市北区梅田１丁目3-1　大阪駅前第一ビル地下1階

(4) ダイワンテレコム自由が丘店
東京都目黒区自由が丘 1-28-8 自由が丘デパート B1F

(5) ダイワンテレコム大森駅前店
東京都大田区山王 2-2-15

(6) ダイワンテレコム銀座店
東京都中央区銀座6-13-7 新保ビル 614号

(7) ダイワンテレコム姫路店
兵庫県姫路市東駅前町61 八木ビル1F

(8) ダイワンテレコム名古屋今池店
愛知県名古屋市千種区今池1-8-8今池ガスビル1F

(9) ダイワンテレコム五反田店
東京都品川区西五反田1-33-10 西五反田サインタワー9F

(10) ダイワンテレコム錦糸町店
東京都墨田区錦糸3-3-3 錦糸3丁目ビル3F

(11) ダイワンテレコム名古屋栄店
愛知県名古屋市中区錦3丁目21-18 中央広小路ビル1F

(12) ダイワンテレコム埼玉入間店
埼玉県入間市藤沢409-3

(13) ダイワンテレコム福岡天神店
福岡県福岡市中央区今泉1-21-8 stage天神2ビル3F

(14) ダイワンテレコム松戸店
千葉県松戸市松戸1291-1　古賀ビル4F

(15) ダイワンテレコム熊本天草店
熊本県天草市志柿町5389-3

(16) ダイワンテレコム高田馬場店
東京都新宿区高田馬場2-19-6 1F

(17) ダイワンテレコム池袋店
東京都豊島区東池袋1-40-3 池袋旗ビル1F

(18) ダイワンテレコム盛岡店
岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44 盛岡フェザン本館1F

(19) ダイワンテレコム北千住店
東京都足立区千住旭町41番16号 山崎ビル1F

(20) ダイワンテレコム成田店
千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田店1階

(21) ダイワンテレコム六本木店
東京都港区六本木3-11-6  野沢ビル６F

(22) ダイワンテレコム朝霞店
埼玉県朝霞市根岸台3丁目20 カインズ朝霞店2F

(23) ダイワンテレコムイオン板橋店
東京都板橋区徳丸2丁目6-1 イオン板橋ショッピングセンター4階

(24) ダイワンテレコム渋谷店
東京都渋谷区道玄坂2-2-1　渋谷地下街

(25) ダイワンテレコム下北沢店
東京都世田谷区北沢2丁目9-25　下北沢ビル 3階

（1）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

（2）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

（3）A1902(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

R0000292022/4/14



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(26) ダイワンテレコム青葉台店
神奈川県横浜市青葉区青葉台1-14-1　第二青葉台ビル4F

(27) ダイワンテレコム大阪日本橋店
大阪府大阪市浪速区日本橋5-9-12

(28) ダイワンテレコム平塚駅前店
神奈川県平塚市宝町2-2　T&TNAKANOビル 4F

(29) ダイワンテレコムふじみ野イオン大井店
埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-2-1　イオン大井店3F

(30) ダイワンテレコム千曲店
長野県千曲市杭瀬下186

(31) ダイワンテレコム宇都宮店
栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1　ベルモール2階

(32) ダイワンテレコムリーフウォーク稲沢店
愛知県稲沢市長野7丁目1-2　リーフウォーク稲沢2F

(33) ダイワンテレコム藤沢店
神奈川県藤沢市藤沢540-1 セキ建物2階B

(34) ダイワンテレコム湘南台店
神奈川県藤沢市湘南台1-10-6 カルチャー湘南台ビル2階 B号室

(35) ダイワンテレコム青砥店
東京都葛飾区青戸3-31-4 磯太郞ビル2F 6号室

(36) ダイワンテレコム岡山店
岡山県岡山市北区磨星町9-25 おかだビル1F

修理を行う事務所の名称及び所在地



氏名又は名称

修理を行う事務所の名称及び所在地

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) モバイル修理.jp 伊勢崎本店
群馬県伊勢崎市太田町1137-6

2022/3/17 R000030 -

(2) モバイル修理.jp真岡店
栃木県真岡市東光寺1-21-1-2号

(3) モバイル修理.jp長野店
長野県長野市柳原2090-10-102号

(4) 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

(5) 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1F

(6) モバイル修理.jp長町店
宮城県仙台市太白区長町5-3-3

(7) 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7-20-3　ザ・モール仙台長町3F

(8) 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

(9) モバイル修理.jp大和町店
宮城県仙台市若林区大和町2-6-25

(10) モバイル修理.jp徳島店
徳島県徳島市山城西4丁目13-1　沖浜記念館3F

(11) モバイル修理.jp奥州店
岩手県奥州市水沢区朝日町3-4

(12) モバイル修理.jp鹿屋店
鹿児島県鹿屋市笠之原町5-65

(13) モバイル修理.jp奈良店
奈良県奈良市富雄元町2-7-25　SKKビル302号

(14) モバイル修理.jp八戸店
青森県八戸市類家4-21-1

(15) モバイル修理.jp七尾店
石川県七尾市所口町リ部7-3

(16) モバイル修理.jp高浜店
福井県大飯郡高浜町立石15

(17) モバイル修理.jp宮古店
岩手県宮古市長町1-6-21

(18) モバイル修理.jp出水店
鹿児島県出水市下鯖町514

(19) モバイル修理.jp射水店
富山県射水市大門169

(20) 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

(21) モバイル修理.jp本庄店
埼玉県本庄市駅南1-13-8

(22) モバイル修理.jp秩父店
埼玉県秩父市宮側町15-14

(23) モバイル修理.jp下松店
山口県下松市大字平田103

(24) モバイル修理.jp中津川店
岐阜県中津川市花戸町1-28

(25) モバイル修理.jp上越店
新潟県上越市土橋830-1

株式会社グロウワーク 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、バイブレータ、電池



氏名又は名称

修理を行う事務所の名称及び所在地

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(26) モバイル修理.jpニットーモール熊谷店
埼玉県熊谷市銀座2-245　ニットーモール内

(27) モバイル修理.jpアリオ深谷店
埼玉県深谷市上柴町西4-2-14　アリオ深谷内

(28) モバイル修理.jp山形店
山形県山形市前田町16-18

(29) モバイル修理.jpゆめタウン丸亀店
香川県丸亀市新田町150　ゆめタウン丸亀 ３F

(30) モバイル修理.jpゆめタウン三豊店
香川県三豊市豊中町本山甲22　ゆめタウン三豊 1F

(31) モバイル修理.jp新園部店
京都府南丹市園部町上木崎町寺ノ下14-1

(32) モバイル修理.jp静岡店
静岡県静岡市葵区上土1-2-17 大昭和ハイツ101

(33) モバイル修理.jp鹿島店
佐賀県鹿島市大字納富分甲276-1

(34) モバイル修理.jp富山店
富山県富山市飯野27-1

(35) モバイル修理.jp長岡店
新潟県長岡市大島新町4-122-7平井ビル1F

(36) モバイル修理.jpユニモちはら台店
千葉県市原市ちはら台西3-4 ユニモちはら台2F

(37) モバイル修理.jp諫早店
長崎県諫早貝津町1409-15

(38) モバイル修理.jp金沢店
石川県金沢市湊2丁目120-10

(39) モバイル修理.jp狭山店
埼玉県狭山市根岸1-8-23

(40) モバイル修理.jp坂井店
福井県坂井市春江町針原21-49-7　KテナントB室

(41) モバイル修理.jp　高崎店
群馬県高崎市新保町529-3　藤沼ビル1F

(42) モバイル修理.jp　名古屋南店
愛知県名古屋市南区豊田1丁目14-1 1階

(43) モバイル修理.jp　柏崎店
新潟県柏崎市東長浜町7-10　ウエルメイド柏崎102

(44) モバイル修理.jp　瀬戸店
愛知県瀬戸市高根町1-45　ザ・プラス・ワン1階G号室

(45) モバイル修理.jp　室蘭店
北海道室蘭市知利別町1丁目1-16

(46) モバイル修理.jp　二本松店
福島県二本松市松岡216-1

(47) モバイル修理.jp　むつ店
青森県むつ市中央二丁目26-32

(48) モバイル修理.jp　南宮崎店
宮崎県宮崎市大淀3丁目4番20号　鮮ど市場南宮崎店横

(49) モバイル修理.jp　亀岡駅前店
京都府亀岡市追分町八ノ坪46

(50) モバイル修理.jp　東淀川店
大阪府大阪市東淀川区菅原5-12-10　ロマネスク淡路101



氏名又は名称

修理を行う事務所の名称及び所在地

登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(51) モバイル修理.jp　函館店
北海道函館市大手町6-8

(52) モバイル修理.jp　イオンタウン守谷店
茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1　イオンタウン守谷 2F

(53) モバイル修理.jp　谷町店
大阪府大阪市中央区谷町7-4-31　大南ビル 2B号室

(54) モバイル修理.jp　さくら店
栃木県さくら市馬場392-1

(55) モバイル修理.jp　神戸新開地店
兵庫県神戸市兵庫区新開地1丁目1-8



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式株式会社インチャージ (1) 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

2019/12/13 -

(2) 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

(3) SmaPla川越モディ店
埼玉県川越市脇田町4-2 川越モディ 2F

(4) 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

(5) SmaPla柏モディ店
千葉県柏市柏1-2-26 柏モディ 2F

(6) 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

(7) 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

(8) 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

(9) 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

(10) 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

(11) 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

(12) 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

(13) 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

(14) 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

(15) 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

(16) 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

(17) 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

(18) 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

(19) 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

(20) 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

(21) 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

(22) 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

(23) 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

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

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

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

A1902（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

R000031



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) 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

2021/3/9 R000032 -

(2) スマホ修理工房 新宿PePe店
東京都新宿区歌舞伎町1-30-1

(3) 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B1　　ミニタウンプチパリ内

(4) 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

(5) iPhone修理工房 池袋郵送修理センター
東京都豊島区東池袋1-42-12　パークビル　5F

(6) iPhone修理工房 池袋P'パルコ本店
東京都豊島区東池袋1−50−35　P’パルコ　3F

(7) 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

(8) スマホ修理工房 水戸OPA店
茨城県水戸市宮町1-7-33  水戸サウスタワー 6F

(9) 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

(10) 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

(11) スマホ修理工房　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

(12) スマホ修理工房　熊本ゆめタウン店
熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1

(13) 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

(14) 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

(15) 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

(16) 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

(17) 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

(18) 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

(19) 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

(20) 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

(21) iPhone修理工房　藤沢OPA店
神奈川県藤沢市南藤沢22-3　藤沢OPA

(22) 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

(23) iPhone修理工房　和光駅前店
埼玉県和光市新倉1-1-36

(24) 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

(25) 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

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

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



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(26) iPhone修理工房　厚木店
神奈川県厚木市山際613　ZOA厚木店内

(27) 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

(28) 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

(29) 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

(30) 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

(31) 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

(32) 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

(33) 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

(34) iPhone修理工房　静岡店
静岡県静岡市葵区古庄1-10-6

(35) 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

(36) 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

(37) 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

(38) iPhone修理工房　浜松西インター店
静岡県浜松市中区高丘西4-5-8　OAナガシマ　浜松西インター店内

(39) 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

(40) 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

(41) 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

(42) 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

(43) 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

(44) 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

(45) iPhone修理工房　熊谷店
埼玉県熊谷市筑波3-69

(46) 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

(47) 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

(48) 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

(49) 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

(50) iPhone修理工房　宮崎店
宮崎県宮崎市宮脇町95-4

修理を行う事務所の名称及び所在地



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(51) 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

(52) 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

(53) iPhone修理工房　上野店
東京都台東区上野6-16-17　早津ビル3F

(54) スマホ修理工房 前橋リリカ店
群馬県前橋市国領町2-14-1　前橋リリカ １F

(55) iPhone修理工房　旭川店
北海道旭川市緑町12-2559-12　ABCヴィレッジ1F

(56) iPhone修理工房　自由が丘店
東京都目黒区自由が丘1-27-2

(57) iPhone修理工房　青森店
青森県青森市新城平岡252-77

(58) iPhone修理工房　葛西店
東京都江戸川区中葛西3-19-9

(59) 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

(60) 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

(61) iPhone修理工房　秋津店
東京都東村山市秋津町5-9-1

(62) 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

(63) iPhone修理工房　西八王子店
東京都八王子市千人町2-20-10

(64) 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

(65) iPhone修理工房　高崎下小鳥店
群馬県高崎市下小鳥町441-4

(66) 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

(67) 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

(68) 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

(69) 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

(70) 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

(71) 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

(72) 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

(73) iPhone修理工房　堺店
大阪府堺市北区百舌鳥西之町2-528　パソコン工房　堺店内

(74) 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

(75) 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

修理を行う事務所の名称及び所在地



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(76) 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

(77) 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

(78) 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

(79) 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

(80) 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

(81) 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

(82) 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

(83) 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

(84) 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

(85) 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

(86) 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

(87) 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

(88) 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

(89) 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

(90) 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

(91) 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

(92) 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

(93) 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

(94) 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

(95) 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

(96) 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

(97) 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

(98) iPhone修理工房　仙台泉店
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

(99) 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

(100) 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

修理を行う事務所の名称及び所在地



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(101) 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ニ条5-2-50　　パソコン工房　イオンタウン平岡店内

(102) 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

(103) 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

(104) スマホ修理工房　秋葉原店
東京都千代田区外神田3丁目13-3

(105) 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

(106) 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

(107) 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

(108) 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

(109) 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

(110) 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

(111) 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

(112) 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

(113) 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

(114) 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

(115) 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

(116) 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

(117) 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

(118) 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

(119) 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

(120) 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

(121) 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

(122) 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2-50-14　ジョイナステラス二俣川

(123) iPhone修理工房　砺波店
富山県砺波市大辻632　池田ビル

(124) 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

(125) 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

修理を行う事務所の名称及び所在地



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(126) iPhone修理工房　港北TOKYU　S.C.店
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1　港北TOKYU　S.C.店

(127) スマホ修理工房　丸井錦糸町店
東京都墨田区江東橋3-9-10　丸井錦糸町店

(128) スマホ修理工房　なんばウォーク店
大阪府大阪市中央区難波１丁目虹のまち3-5

(129) スマホ修理工房　三鷹店
東京都三鷹市下連雀３丁目28-23

(130) スマホ修理工房　大井町店
東京都品川区大井1-2-16

(131) iPhone修理工房　セレオ相模原店
神奈川県相模原市中央区相模原1-1-3　セレオ相模原2F

(132) スマホ修理工房　横浜ビブレ店
神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-13　横浜ビブレ

(133) スマホ修理工房　フジグラン神辺店
広島県福山市神辺町新道上2-10-26

(134) スマホ修理工房　溝の口店
神奈川県川崎市高津区溝口2-10-36-101

(135) スマホ修理工房　滝川店
北海道滝川市流通団地2丁目1-42

(136) スマホ修理工房　新所沢パルコ店
埼玉県所沢市緑町1-2-1 PARCO館B1F

(137) スマホ修理工房　ゆめタウン出雲店
島根県出雲市大塚町650-1  ゆめタウン出雲東館2F

(138) スマホ修理工房 所沢店
埼玉県所沢市北秋津727-2 イーストフェイス所沢3F

(139) スマホ修理工房 鳥取米子店
鳥取県米子市東倉吉町64番地 本町ビル1F

(140) スマホ修理工房 宇都宮中央店
栃木県宇都宮市二荒町9-15 角常みはし館2F

(141) スマホ修理工房 イオンモール福岡店
福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1

(142) iPhone修理工房 北千住マルイ店
東京都足立区千住3-92　北千住マルイ4F

(143) スマホ修理工房 東松山店
埼玉県東松山あずま町4-8-3　蔦屋書店東松山店内

(144) スマホ修理工房 神戸三宮店
兵庫県神戸市中央区北長狭通2丁目31-67

(145) スマホ修理工房 東京ドームラクーア店
東京都文京区春日1-1-1　ラクーアビル4F

(146) スマホ修理工房 イオンレイクタウンmori店
埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1　レイクタウンmori3F

(147) スマホ修理工房 伊勢崎店
群馬県伊勢崎市連取町3093-39

(148) スマホ修理工房 東松山ビバモール店
埼玉県東松山市神明町2-11-6　ビバモール東松山店2F

(149) スマホ修理工房 玉造駅前店
大阪府大阪市天王寺区玉造元町2-16　玉造駅前センタービル1階

(150) スマホ修理工房 ミーツ国分寺店
東京都国分寺市本町3-1-1　ミーツ国分寺3F

氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

修理を行う事務所の名称及び所在地

修理を行う事務所の名称及び所在地



(151) スマホ修理工房 札幌パセオ店
北海道札幌市北区北6条西2丁目　パセオ店B1センター

(152) スマホ修理工房 イオンモール浦和美園店
埼玉県さいたま市緑区美園5丁目50番地1　イオンモール浦和美園2F

(153) スマホ修理工房 イオンモール羽生店
埼玉県羽生市川崎2丁目281-3　イオンモール羽生3F

(154) スマホ修理工房 草加駅前店
埼玉県草加市高砂2丁目9-1　草加マルイ店1F

(155) スマホ修理工房 イオンレイクタウンkaze店
埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2　イオンレイクタウンkaze3F

(156) スマホ修理工房 イオンモール水戸内原店
茨城県水戸市内原2丁目1番地　イオンモール水戸内原3F

(157) スマホ修理工房 イオンモールむさし村山店
東京都武蔵村山市榎1丁目1-3　イオンモールむさし村山3F

(158) スマホ修理工房 イオンモールナゴヤドーム前店
名古屋市東区矢田南四丁目102番3号　イオンモールナゴヤドーム前3F

(159) スマホ修理工房 新百合丘オーパ店
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1　新百合丘オーパ B1F

(160) スマホ修理工房 小山店
栃木県小山氏西城南3-15-5　清風館106号

(161) iPhone修理工房 町田モディ店
東京都町田市原町田6-2-6　町田モディ1F

(162) スマホ修理工房 イオンモール新発田店
新潟県新発田市住吉町5-11-5　イオンモール新発田 1F

(163) スマホ修理工房 イオンモール盛岡南店
岩手県盛岡市本宮7-1-1　イオンモール盛岡南 3F

(164) スマホ修理工房 市川鬼高店
千葉県市川市鬼高3-32-12







氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別特定
無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社Mazuma Japan 東京都港区南青山２－２３－８ 2019/11/21 R000035 (1)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

(2)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

(3)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

(4)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

(5)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

-株式会社Mazuma Japan



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) モバイルパーク本店
　北海道帯広市東三条南8丁目1番地1 NKビル

(2) 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

(3) 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

(4) 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

2021/1/25 R000036 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

-株式会社NKアース





氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1)ECOMO東京
　東京都港区西麻布3-20-16西麻布アネックス６F

(2)ECOMO大阪
　大阪府大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル３号館８F

2018/7/11 R000038 (1)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、コネクタ、バイブレータ、電池

(2)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

2020/1/31株式会社ネオリア



氏名又は名称 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) 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

2021/8/16 R000039 -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、コネクタ、バイブレータ、電池

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



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) 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

(2) 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

(3) 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

(4) iPhone修理ジャパン川越店
　　埼玉県川越市脇田町3-17

2018/3/7 R000040 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、コネクタ、バイブレータ、電池

2020/1/31株式会社GLOBAL WORKS





　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

有限会社エヌオーワンセブン (1) 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

2021/3/1 R000042 -

(2) 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

(3) スマホ工房蒲田店
東京都大田区西蒲田7丁目29-5 ニューカマタビル１F

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 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

（１）アイスマイル三宮駅前店
　兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5ｸﾞﾘｰﾝｼｬﾎﾟｰﾋﾞﾙ613

（２）アイスマイル三宮センター街店
　兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目10-7

（３）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　鳥丸七条ビル402号

（４）アイスマイル姫路店
　兵庫県姫路市白銀町41　福光ビル301

2018/3/26 R000043 A1688（Apple Inc.）

【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

2018/12/31株式会社アソビゴコロ



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別特定無線
設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) 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

2020/9/1 R000044 -

(2) 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丁目4-13 竹山ビル１階

(3) スマホ修理王名古屋栄店
愛知県名古屋市中区錦３丁目23-18 ニューサカエ３番街ニューサカエビル地下２階

(4) 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

(5) 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

(6) スマホ修理王TSUTAYA北千住店
東京都足立区千住2-25

(7) スマホ修理王イオシス大須店
愛知県名古屋市中区大須3丁目19-16

(8) スマホ修理王渋谷店
東京都渋谷区道玄坂２丁目10-12　新大宗ビル３号館２階

(9) スマホ修理王イオシス福岡天神店
福岡県福岡市中央区天神２丁目7-14　天神シティビル１階

株式会社フラッシュエージェント 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

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

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、コネクタ、バイブレータ、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、コネクタ、バイブレータ、電池



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

（１）西菱電機株式会社　モバイルエンジニアリング事業部
　東京都江東区東雲1-7-12　KDX豊洲グランスクエア４F

（２）西菱電機株式会社　モバイルエンジニアリング事業部
　東京都港区芝大門1-1-30　芝NBFタワー12F

（３）西菱電機株式会社　パソコン販売課
　大阪府箕面市今宮１－８－22

2020/8/26 R000045 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

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

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

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

-西菱電機株式会社





氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) iPhoneDoctor神田本店
東京都千代田区神田須田町一丁目26番　ラシーヌ神田ビル7F

2022/2/1 R000047 -

(2) アイフォンドクター大泉店
群馬県邑楽郡大泉町坂田4-18-1

(3) アイフォンドクター立川店
東京都立川市錦町1-3-23　丸屋ビル2F

(4) アイフォンドクター横浜店
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-10　千菊ビル303

(5) アイフォンドクターBig-Up Collection イオンモール大和店
神奈川県大和市下鶴間1-2-1　イオンモール3F

(6) アイフォンドクター長野店
長野県長野市早苗町29

(7) アイフォンドクター名古屋駅前店
愛知県名古屋市中村区則武2-1-2　加藤ビル2F

(8) アイフォンドクター知立店
愛知県知立市南陽1丁目69番地　コーポカト1F

(9) アイフォンドクターなんば大阪日本橋店
大阪市中央区高津2-8-4　シャトー大鉄202

(10) アイフォンドクター福岡南店
福岡県福岡市南区大橋3-4-1-102

(11) アイフォンドクター宮崎店
宮崎県宮崎市清武町加納乙243番地1

(12) アイフォンドクター松山店
愛媛県松山市朝生田町5-1-25　ジョープラ2F

(13) アイフォンドクター富山魚津店
富山県魚津市本江900-6 ハウツーワンビル1F

(14) アイフォンドクター新橋店
東京都港区新橋４－18－４　十合ビルB1－Ａ

(15) アイフォンドクターアズ熊谷店
埼玉県熊谷市筑波2丁目115番地　アズ熊谷2F

(16) アイフォンドクターイーサイト高崎店
群馬県高崎市八島町16-222 イーサイト高崎2F

(17) アイフォンドクター燕分水店
新潟県燕市分水新町1-6-5  分水ショッピングパーク パコ1階

(18) アイフォンドクター神戸・垂水店
兵庫県神戸市垂水区神和台1丁目9-5

(19) アイフォンドクター千葉四街道店
千葉県四街道市大日449-34 パールハイツ102

(20) アイフォンドクターCOCOイオンモール幕張新都心店
千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 COCOイオンモール幕張新都心店 A棟3階

(21) アイフォンドクター上大岡店
神奈川県横浜市港南区芹が谷1-17-30

株式会社WISE IT 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





氏名又は名称 登録年月日 登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録
を取り消した年月日

株式会社ヒカリオ (1) アイプラス京都アバンティ店
京都府京都市南区東九条西山王町31 京都アバンティB1階

2018/6/21 R000049 2020/4/1

(2) アイプラス河原町OPA店
京都府京都市中京区河原町通四条上ル 河原町オーパ6階

(3) 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

(4) 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

(5) アイプラス川西モザイクボックス店
兵庫県川西市栄町11-1　モザイクボックス3階

(6) アイプラス奈良ミ・ナーラ店
奈良県奈良市二条大路南1-3-1　ミ・ナーラ2階

修理を行う事務所の名称及び所在地

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 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(1) iPhone修理救急便　町田店
東京都町田市原町田6-20-19　STビル3F

2022/3/10 R000052 -

(2) iPhone修理救急便　橋本駅ビル店
神奈川県相模原市緑区橋本6-1-24　2F

(3) iPhone修理救急便　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

(4) iPhone修理救急便　ボーノ相模大野店
神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2
ボーノ相模大野サウスモールA-101

(5) iPhone修理救急便　相模原駅前店
神奈川県相模原市中央区相模原1-2-1 MKビル1F

(6) iPhone修理救急便　渋谷センター街店
東京都渋谷区宇田川町26-10　渋谷センター街ビル1F

(7) 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

(8) 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

(9) iPhone修理救急便　横浜ポルタ店
神奈川県横浜市西区高島2-16 B1F 横浜ポルタ

(10) iPhone修理救急便　名古屋駅エスカ地下街店
愛知県名古屋市中村区椿町6-9 エスカ地下街

(11) iPhone修理救急便 メルサ栄店
愛知県名古屋市中区栄3-4-5 メルサ栄 4F

(12) 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

(13) 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

(14) iPhone修理救急便 アトレ上野店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野1F

(15) iPhone修理救急便　アトレ吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24　アトレ吉祥寺B1F

(16) iPhone修理救急便　横浜西口店
神奈川県横浜市西区南幸1-5-1　新相鉄ビル1F

(17) iPhone修理救急便　川崎アゼリア店
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2　川崎アゼリアB1F

(18) iPhone修理救急便　ルミネ新宿店
東京都新宿区西新宿1-1-5ルミネ1　8F

(19) iPhone修理救急便　ルミネ立川店
東京都立川市曙町2-1-1　ルミネ立川9F

(20) iPhone修理救急便　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２ ５F

(21) iPhone修理救急便　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ビル1F

(22) iPhone修理救急便　八王子オーパ店
東京都八王子市旭町1-12　八王子オーパ5F

(23) iPhone修理救急便　なんばマルイ店
大阪府大阪市中央区難波3-8-9　なんばマルイ6F

(24) iPhone修理救急便　心斎橋店
大阪府大阪市中央区西心斎橋店1-16-10 LONCOURT303

(25) iPhone修理救急便　札幌マルヤマクラス店
北海道札幌市中央区南一条西27-1-1 マルヤマクラスB1F

株式会社every 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



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(26) iPhone修理救急便　松戸駅前店
千葉県松戸市松戸1230-1 ニュートーキョーセブンビル3F

(27) iPhone修理救急便　新橋駅前店
東京都港区新橋2-18-5

(28) iPhone修理救急便　大宮駅東口店
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-86　田原ビル1F

(29) iPhone修理救急便　大丸梅田店
大阪府大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店B1F

(30) iPhone修理救急便　渋谷道玄坂店
東京都渋谷区道玄坂2-28-6　渋谷百軒店ビル1F

(31) iPhone修理救急便　町田駅前パリオ店
東京都町田市森野1-15-13　パリオ町田2F

(32) iPhone修理救急便　池袋西口東武ホープセンター店
東京都豊島区西池袋1-1-30　東武ホープセンター B1F

(33) iPhone修理救急便　札幌大通ナナイロ店
北海道札幌市中央区南２条西４丁目　札幌ナナイロ4F

(34) iPhone修理救急便 神戸三宮さんプラザ店
兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目8-1　さんプラザ1F

(35) iPhone修理救急便 天王寺あべのHoop店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30　あべのHoop４階

(36) iPhone修理救急便 ドン・キホーテ蒲田駅前店
東京都大田区西蒲田7-3-3 ドン・キホーテ蒲田駅前店 3F

(37) iPhone修理救急便 新宿マルイアネックス店
東京都新宿区新宿3-1-26　新宿マルイアネックス2F

(38) iPhone修理救急便　有楽町交通会館店
東京都千代田区有楽町２－10－１　東京交通会館B1F

(39) iPhone修理救急便　中野店
東京都中野区中野5-52-3　(株）阿部興産2F

(40) iPhone修理救急便　東京駅八重洲地下街店
東京都中央区八重洲2-1　八重洲地下街B1F

(41) iPhone修理救急便　厚木 アミューあつぎ店
神奈川県厚木市中町2-12-15　アミューあつぎ1F

(42) iPhone修理救急便 水戸駅前店
茨城県水戸市宮町1-2-4　マイムビル2F

(43) iPhone修理救急便　目黒駅前店
東京都品川区上大崎3-3-6 永峰ビル1F

(44) iPhone修理救急便 アトレ川越店
埼玉県川越市脇田町105　アトレマルヒロ2F

(45) iPhone修理救急便 大丸京都店
京都府京都市下京区立売西町79 大丸京都店 8F

(46) iPhone修理救急便 アトレ浦和店
埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12　アトレ浦和4F

(47) iPhone修理救急便 錦糸町駅前店
東京都墨田区錦糸2-4-12 イーストビル錦糸町Ⅱ1F

(48) iPhone修理救急便 戸塚トツカーナ店
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1 トツカーナモール2F

(49) iPhone修理救急便 府中くるる店
東京都府中市宮町1-50 くるる1F

(50) iPhone修理救急便 名古屋金山駅前店
愛知県名古屋市中区金山4-6-2 ニューズ金山1F



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業

者が変更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(51) iPhone修理救急便 アトレ新浦安店
千葉県浦安市入船1-1-1 アトレ新浦安2F

(52) iPhone修理救急便 マルイファミリー溝口店
神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 マルイファイミリー溝口B1F

(53) iPhone修理救急便 ルミネ北千住店
東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住7F

(54) iPhone修理救急便 大丸福岡天神店
福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店本館8F

(55) iPhone修理救急便 明石駅前店
兵庫県明石市大明石町1-6-22 新錦江ビル1F

(56) iPhone修理救急便 アミュエスト博多店
福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ アミュエスト博多　B1F



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社キャッスル (1) 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

2018/8/9 R000053 2019/4/30

(2) 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

(3) 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

(4) 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

(5) 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

(6) 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

修理を行う事務所の名称及び所在地

A1779（Apple Inc.）
【修理の箇所】
表示装置、カメラ、コネクタ、電池





　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

アドレス・サービス株式会社 (1) わくわくPCスマホランド
千葉県山武市成東1808-1

2018/11/12 R000055 2019/6/30

修理を行う事務所の名称及び所在地

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



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登録をし
た年月日又は登録修理業
者が変更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別
特定無線設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

（１）株式会社CIO修理事業部
　大阪府守口市高瀬町１－５－21

2020/7/31 R000056 ANE-LX2J（華為技術日本株式会社）
【修理の箇所】
表示装置、カメラ、コネクタ、電池

-

（２）株式会社CIO町のお店　東京亀戸店
　東京都江東区亀戸５－６－21　UIW9BLDG.4F－18

株式会社CIO



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社シナジーグローバル (1) スマートクール　エトレとよなか店
大阪府豊中市玉井町1-1-1　エトレとよなか3F

2021/12/1 R000057 -

(2) スマートクール　つかしん店
兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1　ひがしまち南館2F

(3) スマートクール　クリスタ長堀店
大阪府大阪市中央区南船場4丁目長堀地下街8号　クリスタ長堀　WESTTOWN

(4) スマートクール　イオンモール橿原店
奈良県橿原市曲川町7-20-1　イオンモール橿原3F

(5) スマートクール　イオンモール伊丹店
兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1　イオンモール伊丹2F

(6) スマートクール　ウイステ野田阪神店
大阪府大阪市福島区海老江1-1-23　ウイステ野田阪神2F

(7) スマートクール　アリオ鳳店
大阪府堺市西区鳳南町3-199-12　アリオ鳳1F

(8) スマートクール　ビバモール寝屋川店
大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2　ビバモール寝屋川1F

(9) スマートクール　MOMOテラス伏見桃山店
京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32　MOMOテラス2F

(10) スマートクール　洛北阪急スクエア店
京都府京都市左京区高野西開町36　洛北阪急スクエア1F

(11) スマートクール　アル・プラザ城陽店
京都府城陽市富野荒見田112　アル・プラザ城陽2F

(12) スマートクール　カインズモール彦根店
滋賀県彦根市馬場2-1-1　カインズホーム彦根1F

(13) スマートクール　富田林エコール・ロゼ店
大阪府富田林市向陽台3-1-1　エコール・ロゼ1F

(14) スマートクール　フレンテ西宮店
兵庫県西宮市池田町11-1　フレンテ西宮1F

(15) スマートクール　大津テラス店
滋賀県大津市打出浜14-30　Oh!Me大津テラス2F

(16) スマートクール　イオンモール堺鉄砲町店
大阪府堺市堺区鉄砲町1　イオンモール堺鉄砲町2F

(17) スマートクール　イオン明石店
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3-3-1
イオン明石ショッピングセンター3番街4F

(18) スマートクール　イオンモール四條畷店
大阪府四條畷市砂4-3-2　イオンモール四條畷3F

(19) スマートクール　アリオ八尾店
大阪府八尾市光町2-3　アリオ八尾2F

(20) スマートクール　イオンモール堺北花田店
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2F

(21) スマートクール　イオンモール神戸北店
兵庫県神戸市北区上津台8-1-1　イオンモール神戸北2F

(22) スマートクール　イオンモール大阪ドームシティ店
大阪府大阪市西区千代崎3-13-1　イオンモール大阪ドームシティ4F

(23) スマートクール　イオンモールりんくう泉南店
大阪府泉南市りんくう南浜3-12　　イオンモールりんくう泉南2F

(24) スマートクール　イオンモール日根野店
大阪府泉佐野市日根野2496-1　イオンモール日根野2F

(25) スマートクール　イオンモール鶴見緑地店
大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1　イオンモール鶴見緑地4F

A1779（Apple　Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、カメラ、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

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

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



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(26) スマートクール　ロマンシティ御坊店
和歌山県御坊市湯川財部181　ロマンシティ御坊1F

(27) スマートクール　イオン近江八幡店
滋賀県近江八幡市鷹飼町190-9
イオン近江八幡ショッピングセンター1番館4F

(28) スマートクール　イオンモール高の原店
京都府木津川市相楽台1-1-1　イオンモール高の原1F

(29) スマートクール　イオンモール姫路大津店
兵庫県姫路市大津区大津町2-5　イオンモール姫路大津１F

(30) スマートクール　神戸ハーバーランド umie店
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 神戸ハーバーランド umie B1F

(31) スマートクール　イオンモール高岡店
富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡2F

(32) スマートクール　イオンモール名古屋茶屋店
愛知県名古屋市港区西茶屋2-11 イオンモール名古屋茶屋3F

(33) スマートクール　イオンモール倉敷店
岡山県倉敷市水江1 イオンモール倉敷2F

(34) スマートクール　イオンモール大和群山店
奈良県大和群山市下三橋町741 イオンモール大和群山2F

(35) スマートクール　イオンモール福津店
福岡県福津市日蒔野 6-16-1 イオンモール福津2F

(36) スマートクール　みのおキューズモール店
大阪府箕面市西宿1-17-22 みのおキューズモールEAST2F

(37) スマートクール　イオンモール京都五条店
京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条2F

(38) スマートクール　イオンモール新瑞橋店
愛知県名古屋市南区菊住1-7-10 イオンモール新瑞橋2F

(39) スマートクール　イオンモール大高店
愛知県名古屋市緑区南大高2-450　イオンモール大高１階

(40) スマートクール　イオンモール伊丹昆陽店
兵庫県伊丹市池尻4-1-1　イオンモール伊丹昆陽２階

(41) スマートクール　イオンモールかほく店
石川県かほく市内日角夕25　イオンモールかほく２階

(42) スマートクール　イオンモール浜松志都呂店
静岡県浜松市西区志都呂2-37−1　イオンモール浜松志都呂１階

(43) スマートクール　パビリオンシティ田辺店
和歌山県田辺市稲成町新江原3165　パビリオンシティ田辺A館２階

(44) スマートクール　イオンモール香椎浜店
福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1　イオンモール香椎浜２階

(45) スマートクール　イオンモール東員店
三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1　イオンモール東員３階

(46) スマートクール　イオンモール姫路リバーシティー店
兵庫県姫路市飾磨区細江2560　イオンモール姫路リバーシティー３階

(47) スマートクール　イオンモール加西北条店
兵庫県加西市北条町北条308-1　イオンモール加西北条１階

(48) スマートクール　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３階

(49) スマートクール　イオンモール常滑店
愛知県常滑市りんくう町2-20-3　イオンモール常滑２階

(50) スマートクール　イオンモール各務原店
岐阜県各務原市那加萱場町3-8　イオンモール各務原１階



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(51) スマートクール　イオンモール高知店
高知県高知市秦南町1-4-8　イオンモール高知２階

(52) スマートクール　イオンモール浜松市野店
静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3　イオンモール浜松市野２階

(53) スマートクール　イオンモール津南店
三重県津市高茶屋小森町145　イオンモール津南３階

(54) スマートクール　ゆめタウン広島店
広島県広島市南区皆実町2-8-17　ゆめタウン広島３階

(55) スマートクール　ゆめタウン佐賀店
佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1　ゆめタウン佐賀２階

(56) スマートクール　イオンモール高松店
香川県高松市香西本町1-1　イオンモール高松２階

(57) スマートクール　イオンモール長久手店
愛知県長久手市長久手中央　土地区画整理事業地内5・10・11街区　イオンモール長
久手１階

(58) スマートクール　イオンモール大垣店
岐阜県大垣市外野2-100　イオンモール大垣２階

(59) スマートクール　イオンモール大牟田店
福岡県大牟田市岬町3-4　イオンモール大牟田２階

(60) スマートクール　イオンモール広島祇園店
広島県広島市安佐南区祇園3-2-1　イオンモール広島祇園２階

(61) スマートクール　イオンモール熊本店
熊本県上益城郡嘉島町上島字長池2232　イオンモール熊本２階

(62) スマートクール　イオンモール八幡東店
福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102　イオンモール八幡東３階

(63) スマートクール　イオンモール宇城店
熊本県宇城市小川町河江1-1　イオンモール宇城１階

(64) スマートクール　ゆめタウン下松店
山口県下松市中央町21-3　ゆめタウン下松１階

(65) スマートクール　イオンモール三光店
大分県中津市三光佐知1032　イオンモール三光１階

(66) スマートクール　HEP FIVE店
大阪府大阪市北区角田町5-15　HEP FIVE 6階

(67) スマートクール　スーパーセンターオークワ南紀店
和歌山県新宮市佐野3-11-19　スーパーセンターオークワ南紀

(68) スマートクール　あべのキューズモール店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1　あべのキューズモール B1階

(69) スマートクール　イオンモール筑紫野店
福岡県筑紫野市立明寺434-1　イオンモール筑紫野 3階

(70) スマートクール　イオンモール綾川店
香川県綾歌郡綾川町萱原822-1　イオンモール綾川 2階

(71) スマートクール　イオンモール姶良店
鹿児島県姶良市西餠田264-1　イオンタウン姶良 2階

(72) スマートクール　イオンモール猪名川店
兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1　イオンモール猪名川 3階

(73) スマートクール　イオンモール直方店
福岡県直方市湯野原2-1-1　イオンモール直方 2階

(74) スマートクール　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 1階

(75) スマートクール　イオンモール鹿児島店
鹿児島県鹿児島市東開町7　イオンモール鹿児島 2階



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

(76) スマートクール　イオンモール久御山店
京都府久世郡久御山町森南大内156-1　イオンモール久御山 2階

(77) スマートクール　プレ葉ウォーク浜北店
静岡県浜松市浜北区貴布祢1200　プレ葉ウォーク浜北 2階

(78) スマートクール　ゆめタウン行橋店
福岡県行橋市西宮市3-8-1　ゆめタウン行橋 1階

(79) スマートクール　ゆめタウン廿日市店
広島県廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市 3階

(80) スマートクール　イオンモール今治新都市店
愛媛県今治市にぎわい広場1-1　イオンモール今治新都市 2階

(81) スマートクール　なんばCITY店
大阪府大阪市中央区難波5-1-60　なんばCITY南館 2階

(82) スマートクール　アステ川西店
兵庫県川西市栄町25-1 アステ川西 2階

(83) スマートクール　イオンモール茨木店
大阪府茨木市松ケ本町8-30 イオンモール茨木3階

(84) スマートクール　イオンモール鈴鹿店
三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオンモール鈴鹿1階

(85) スマートクール　たまプラーザテラス店
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザテラス2階

(86) スマートクール　沖縄パルコシティ店
沖縄県浦添市西州3-1-1 サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 1階

(87) スマートクール　イオンモール岡山店
岡山県岡山市北区下石井1-2-1　イオンモール岡山3階

(88) スマートクール　イオンモール徳島店
徳島県徳島市南末広町4-1　イオンモール徳島4階

(89) スマートクール　ららぽーと和泉店
大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉4階

(90) スマートクール　イオンモール津山店
岡山県津山市河辺1000-1　イオンモール津山 2階

(91) スマートクール　イオンモール新居浜店
愛媛県新居浜市前田町8-8　イオンモール新居浜2階

(92) スマートクール　プライムツリー赤池店
愛知県日進市赤池町箕ノ手1　プライムツリー赤池2階

(93) スマートクール　ゆめタウン高松店
香川県高松市三条町608-1　ゆめタウン高松1階

(94) スマートクール　則武新町店
愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17 イオンモールNagoya Noritake Garden2階

(95) スマートクール　ららぽーと立川立飛店
東京都立川市泉町935-1　ららぽーと立川立飛3階

(96) スマートクール　ゆめタウン久留米店
福岡県久留米市新合川1-2-1　ゆめタウン久留米1階

(97) スマートクール　イオンモール明和店
三重県多気郡明和町中村1223　イオンモール明和2階

(98) スマートクール　ららぽーと名古屋みなとアクルス店
愛知県名古屋市港区港明2-3-2　ららぽーと名古屋みなとアクルス3階







氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした修理する特別特定無線
設備の範囲及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社トニーズ (1) アイフォンドック24　東松山セキチュー店
埼玉県東松山市あずま町4-1-1

2022/4/15 -

(2) アイフォンドック24　東松山本店
埼玉県東松山市下野本811-1

(3) アイフォンドック24　鶴ヶ島店
埼玉県鶴ヶ島市上広谷438-9

(4) アイフォンドック24　長野店
長野県長野市川中島町今井1780-1　川中島Hiroba（川中島温泉）

(5) アイフォンドック24　青森店
青森県青森市花園2-44-10

R000060 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

修理を行う事務所の名称及び所在地



氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲及び修理の
箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

ヴィレッジアライアンス株式会社 (1) アイフォンクリア　札幌パルコ店
北海道札幌市中央区南1条西3丁目3番地　札幌パルコ店7階

2021/2/1 -

(2) アイフォンクリア　メガセンタートライアル伏古店
北海道札幌市東区伏古13条3丁目21番地　メガセンタートライアル伏古店1階

(3) アイフォンクリア　琴似駅前店
北海道札幌市西区八軒1条西1丁目1-26　アルファ琴似駅前BLD601

(4) アイフォンクリア　札幌中央店
北海道札幌市中央区南2条西2丁目　富樫ビル（ダイソー7階）

(5) アイフォンクリア　MEGAドン・キホーテ新川店
北海道札幌市北区新川2条7丁目3-20　MEGAドン・キホーテ新川店1F

(6) アイフォンクリア　ドン・キホーテ小樽店
北海道小樽市稲穂2-20-1　ドン・キホーテ小樽店3F

(7) アイフォンクリア　MEGAドン・キホーテ旭川店
北海道旭川市春光1条8丁目1番65号　MEGAドン・キホーテ旭川店2階

(8) アイフォンクリア　MEGAドン・キホーテ篠路店
北海道札幌市北区太平12条1丁目1-1　MEGAドン・キホーテ篠路店1階

(9) アイフォンクリア　イオンタウン江別店
北海道江別市野幌町10-1　イオンタウン江別1階

(10) アイフォンクリア　イオン札幌藻岩店
北海道札幌市南区川沿2条2丁目1-1　イオン札幌藻岩店1階

(11) アイフォンクリア　イオン札幌西岡店
北海道札幌市豊平区西岡3条3丁目4-1　イオン札幌西岡店1階

(12) アイフォンクリア　新札幌カテプリ店
北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7番　カテプリ新札幌店3階

(13) アイフォンクリア　千歳店
北海道千歳市清水町4丁目19-2　むつみやビル２階

(14) アイフォンクリア　MEGAドン・キホーテ苫小牧店
北海道苫小牧市木場町1丁目6-1　MEGAドン・キホーテ苫小牧店2階

(15) アイフォンクリア　トライアル手稲店
北海道札幌市手稲区前田5条13丁目3-1　トライアル手稲店1階

(16) アイフォンクリア MEGAドン・キホーテ函館店
北海道函館市美原1-7-1 MEGAドン・キホーテ函館店B1F

(17) アイフォンクリア 札幌桑園店
北海道札幌市中央区北8条西14丁目28 イオン札幌桑園店2階

(18) アイフォンクリア RASORA札幌店
北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1　ラソラ札幌Bタウン1階

R000061 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



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社247 (1) GENIE立川店
東京都立川市柴崎町2-4-8　小室ビル1階

2022/4/12 -

(2) GENIE吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-30　ダイアパレス吉祥寺802

(3) GENIE鳴海なるぱーく店
愛知県名古屋市緑区浦里3-232　なるぱーく1階

(4) GENIEイオンモール桑名店
三重県桑名市新西方1-22　イオンモール桑名1番街1F

(5) iCRaFT泉佐野りんくう店
大阪府泉佐野市羽倉崎2-1-21

(6) iCRaFT奈良五條店
奈良県五條市須恵3-4-17

(7) iCRaFT東大阪店
大阪府東大阪市御厨栄町1-7-25

(8) アイクラフト松山店
愛媛県松山市湊町4-9-11　水口ビル2F

(9) アイクラフト松山中央店
愛媛県松山市土居田836-10

(10) スマホリペアセンター・ジーニー神田駅前店
東京都千代田区内神田3-11-2　笹原ビル2F

(11) iPLaNT明石駅前店
兵庫県明石市本町1-2-23　K'sビル3F

(12) iPLaNT神戸三宮駅前店
兵庫県神戸市中央区北長狭通1-20-4　新道カッチャンビル2F

(13) FLAT大宮店
埼玉県さいたま市大宮区大門町3-22-3　オリオンビル西側3F

(14) GENIE新宿店
東京都新宿区新宿3-35-2 YMビル3F

(15) iPhone修理 茨城本店
茨城県稲敷郡美浦村木原101-1

(16) iPhone修理 つくばみらい店
茨城県つくばみらい市古川1079-1

(17) iPhone修理 牛久店
茨城県牛久市中央3-16-1

(18) GENIE大分店
大分県大分市中央町2-1-25　かねしんビル２階

(19) ジーニー小倉店
福岡県北九州市小倉北区魚町１丁目１番１号西日本小倉ビル１階

(20) スマートステーション広島
広島県広島市西区草津新町2丁目6-2　2階

(21) Applead防府店
山口県防府市鐘紡町7-1

(22) iCRaFT 尾崎駅前店
大阪府阪南市尾崎町71

(23) iPhone 修理ジーニー久留米
福岡県久留米市通町107-14 アーバンスター102

(24) 株式会社三誠
大分県大分市大字片島1219番１

R000062 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



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社あLink (1) スマフォドクター　イオン加古川店
兵庫県加古川市平岡町新在家615-1　イオン加古川店1階117区画

2021/2/17 -

(2) スマホリペアー　東加古川駅前店
兵庫県加古川市平岡町新在家2丁目280-7　赤松ビル2階 3号

(3) スマホリペアー　明石・大久保店
兵庫県明石市大久保町駅前１丁目13-26　水野ビル3階

R000063 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



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社NDA (1) smart365 西宮本店
兵庫県西宮市津門稲荷町5-2

2022/4/1 -

(2) smart365 岡場店
兵庫県神戸市北区藤原台中町1-2-2 エコール･リラ本館5階

(3) smart365 小倉店
福岡県北九州市小倉北区魚町1-2-16 いざわビル2階 タカチホカメラ小倉店内

(4) smart365 京都店
京都府京都市下京区四条通御幸町西入奈良物町372 カメラのナニワ京都店内

(5) smart365 神戸元町店
兵庫県神戸市中央区元町通1-4-18 新元町ビル カメラのナニワ神戸元町店内

(6) smart365 学園都市店
兵庫県神戸市西区学園西町1丁目4 キャンパススクエア本館1階

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000064



氏名又は名称 登録年月日 登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲及び修理の
箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

Brightstar Japan株式会社 (1) Brightstar Japan株式会社
東京都港区六本木1-4-5　アークヒルズサウスタワー16階

2019/12/11 2021/4/30R000065

修理を行う事務所の名称及び所在地

１．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

２．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

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

４．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、コネクタ、バイブレータ、電池



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

大石　真敬 (1) CareMobile宇治店
京都府宇治市宇治若森31-6 マルタビル２階

2021/4/15 -

(2) CareMobileニトリモール枚方店
大阪府枚方市北山1-2-1 ニトリモール枚方１階

(3) CareMobileダイエー桂南店
京都府京都市南区久世上久世町485 ダイエー桂南２階

(4) CareMobileおおとりウイングス店
大阪府堺市西区鳳東町7-733　おおとりウイングス2階

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

R000066



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社カメラ朝日 (1) カメラアサヒ　ならファミリー店
奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリーイオンスタイル1階

2020/1/16 -

修理を行う事務所の名称及び所在地

A1902（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

R000067



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社EDEN (1) iPhone修理ジャパン渋谷店
東京都渋谷区桜丘町17-10 ＭＣＤビル2F

2020/11/24 -

(2) iPhone修理ジャパン新宿店
東京都新宿区西新宿3-28-1　アドヴァンスビル 5F

(3) 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201

(4) iPhone修理ジャパン秋葉原店
東京都千代田区神田松永町7 ヤマリビル202

(5) iPhone修理ジャパン川越店
埼玉県川越市脇田町3-17

(6) iPhone修理ジャパン小岩店
東京都江戸川区西小岩1-27-3

(7) iPhone修理ジャパン新小岩店
東京都葛飾区新小岩1-51-4

(8) iPhone修理ジャパン下北沢店
東京都世田谷区北沢2-26-25　久保ビル 4F

(9) iPhone修理ジャパン練馬大泉学園店
東京都練馬区東大泉1-31-3　ケント大泉学園ビル3F

(10) iPhone修理ジャパン祖師ヶ谷大蔵店
東京都世田谷区祖師谷1-37-10

(11) iPhone修理ジャパン船橋店
千葉県船橋市本町5-3-3　杉川ビル 1F

(12) iPhone修理ジャパン横須賀店
神奈川県横須賀市久里浜4-13-12　A'spread内

(13) iPhone修理ジャパン盛岡店
岩手県盛岡市中央通1-8-13　中央ビル 1F

(14) iPhone修理ジャパンつくば店
茨城県つくば市竹園1-9-2　デイズタウン内

(15) iPhone修理ジャパン岐阜店
岐阜県岐阜市東鶉3-31-1

(16) iPhone修理ジャパン宮崎都城店
宮崎県都城市上長飯町93-8-1

(17) iPhone修理ジャパン下高井戸店
東京都世田谷区赤堤4-41-8 スプランデュール赤堤

A1902（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

R000068



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社media resort (1) i+labo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1階

2021/7/3 -A1902（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

R000069



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社IC-NET (1) リカバリー寒河江店
山形県寒河江市大字西根字石川西255-2

2020/3/10 -

(2) リカバリー天童店
山形県天童市南町1-4-29　らら・パーク天童内

(3) リカバリー山形北店
山形県山形市馬見ケ崎1-13-8

(4) リカバリー山形南店
山形県山形市南三番町6-15　マックスバリュエクスプレス南三番町内

(5) リカバリー南陽店
山形県南陽市赤湯3075-1　マックスバリュ南陽内

(6) リカバリー古川店
宮城県大崎市古川沢田字筒場浦15番　イオンタウン古川内

(7) リカバリー鹿島台店
宮城県大崎市鹿島台木間塚小谷地259-1　イオンタウン鹿島台内

(8) リカバリー大館店
秋田県大館市根下戸新町18-83　イオンタウン大館西内

修理を行う事務所の名称及び所在地

A1779（Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、電池

R000070



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録年月日 登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

Network Engineering株式会社 (1) Network Engineering株式会社
鹿児島県鹿児島市中央町12-2-2階

2020/3/27 2021/7/15

(2) プラスワンアミュプラザ鹿児島店
鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島B1F

(3) プラスワン　オプシアミスミ店
鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５

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

R000071



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社せんだい屋 (1) iPhone修理S イオンモール和歌山店
和歌山県和歌山市中字楠谷573　イオンモール和歌山2F

2021/12/1 -

(2) せんだい屋 イオン卸町店
宮城県仙台市若林区卸町1-1-1　イオンスタイル仙台卸町1F

(3) iPhone修理せんだい屋 イオンモール天童店
山形県天童市芳賀タウン北4-1-1 イオンモール天童本館2階

(4) せんだい屋 ザ・モール仙台長町店
宮城県仙台市太白区長町7丁目20-3 ザ・モール仙台長町本館3F

(5) iPhone修理せんだい屋 イオンモール新利府店
宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22　イオンモール新利府北館2F

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

R000072



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社エニシング (1) リペア本舗横浜店
神奈川県横浜市西区南幸2-12-6ストークみきビル804号

2022/3/1 -

(2) リペア本舗和歌山店
和歌山県和歌山市手平2-5-41

(3) リペア本舗和歌山北店
和歌山県和歌山市延時147-19　宝寿1F

(4) リペア本舗寝屋川香里園店
大阪府寝屋川市香里南之町21-9　田島ビル1F

(5) リペア本舗犬山店
愛知県犬山市塔野地山王54-1

(6) リペア本舗溝の口店
神奈川県川崎市高津区溝口2-9-21　サンパリスオサダ3F

(7) リペア本舗三軒茶屋店
東京都世田谷区三軒茶屋1-36-3 三軒茶屋第2オリンピックマンション106号

(8) リペア本舗八街店
千葉県八街市八街ほ237-18　C号棟

(9) リペア本舗新大阪店
大阪府大阪市淀川区西中島4-5-24

(10) リペア本舗神戸店
兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-4 サンヴィラ多聞5階

(11) リペア本舗心斎橋店
大阪府大阪市中央区南船場3丁目8番5号 南船場ビル501号室

(12) リペア本舗東出雲店
島根県松江市東出雲錦新町5丁目2-21 B号室

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

R000073



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社さすがや (1) iPhone修理ＳＨＯＰ 上野御徒町店
東京都台東区東上野1-13-1 田中ビル2F

2020/4/15 -

(2) iPhone修理ＳＨＯＰ 北見店
北海道北見市本町5-2-12

(3) iPhone修理ＳＨＯＰ 前橋店
群馬県前橋市古市町204-1

(4) iPhone修理ＳＨＯＰ 上越アコーレ店
新潟県上越市富岡3458 上越ショッピングセンターアコーレ 1F

(5) iPhone修理ＳＨＯＰ ドン・キホーテ秋田店
秋田県秋田市旭北錦町4-58 ドン・キホーテ秋田店 1F

(6) iPhone修理ＳＨＯＰ イオン新潟青山店
新潟県新潟市西区青山2-5-1 イオン新潟青山店 1F

(7) iPhone修理ＳＨＯＰ イオン函館上磯店
北海道北斗市七重浜4-44-1 イオン上磯店 1F

(8) iPhone修理ＳＨＯＰ 旭川永山店
北海道旭川市永山5条4-6-4

(9) iPhone修理ＳＨＯＰ MEGAドン・キホーテ西帯広店
北海道帯広市西21条南4-1 MEGA ドン・キホーテ西帯広店 1F

(10) iPhone修理ＳＨＯＰ 高崎店
群馬県高崎市菅谷町1069-1

(11) iPhone修理ＳＨＯＰ MEGAドン・キホーテ長野店
長野県長野市高田1758 MEGA ドン・キホーテ長野店 1F

(12) iPhone修理ＳＨＯＰ 西川口店
埼玉県川口市並木4-3-24 メゾン中田 1F

(13) iPhone修理ＳＨＯＰ 旭川駅前店
北海道旭川市2条通7-123-41

(14) iPhone修理ＳＨＯＰ 千葉宮野木店
千葉県千葉市花見川区畑町432-1 畑町ＳＴビル 1F

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000074



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

デジタルデータソリューション株式会社 (1) デジタルデータリカバリー
東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー15階

2021/8/1 -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

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

R000075



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

長澤一輝 (1) iPhone修理の匠　香椎九産大前店
福岡県福岡市東区香住ヶ丘２丁目4-22　井上ビル１F

2022/2/1 -

(2) iPhone修理の匠　粕屋店
福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋558-2　ディアコート美萩102

(3) i care LABO　心斎橋店
大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目16-10　心斎橋ロンコート703号室

(4) i care LABO　福大前店
福岡県福岡市城南区片江５丁目10-8　山北ビル１F

(5) i care LABO 粕屋店
福岡県糟屋郡粕屋町仲原2714　ミスターマックス粕屋店内

(6) i care LABO 住吉店
大阪府大阪市住吉区苅田7丁目4-8　田島葬祭２階

(7) i care LABO 飯塚出張所
福岡県飯塚市椿110-1 MEGAドン・キホーテ飯塚 select SIM飯塚内

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

R000076



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社FS Create (1) ガジェッターズスタジオ福岡天神店
福岡県福岡市中央区今泉１－18－25　季離宮　中２Ｆ

2020/8/26 -

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000077



　　　　　　　　氏名又は名称 登録年月日 登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社パステック (1) 福岡県福岡市中央区天神３丁目４－１　旭栄第一天神ビル２Ｆ
モバイルステーション福岡店

2020/8/26 2021/2/3

(2) 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目11－６
モバイルステーション大阪店

(3) 東京都千代田区外神田１－９－９　内田ビル５Ｆ
モバイルステーション秋葉原店

(4) 北海道札幌市東区北30条東１丁目１－28　LEE北30条ビル２Ｆ
モバイルステーション札幌店

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000078



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

小松　豊昭 (1) リペア工房ケイコム
長野県岡谷市長地柴宮２－１－10　オギノ岡谷店内

2020/8/26 -

 

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000079



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

近畿電機株式会社 (1) 近畿電機株式会社
大阪府和泉市府中町４丁目２－８

2020/9/15 -

修理を行う事務所の名称及び所在地

A1779（Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、電池

Ｒ000080



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社CDRエコムーブメント (1) 橋本BPOセンター
神奈川県相模原市緑区大山町４－７　ロジポート橋本504

2020/11/9 -

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000081



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

スマホステーション株式会社 (1) スマホステーション吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－16コピス吉祥寺Ａ館B1F

2022/3/1 -

(2) 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

(3) 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
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－１いなりやビルBM2F

(4) スマホステーション 愛媛CATV大手町オープンスタジオ店
愛媛県松山市大手町1丁目11-4

(5) スマホステーション 愛媛CATV明屋書店石井店
愛媛県松山市北井門2丁目20-32 明屋書店石井店内

(6) スマホステーション 愛媛CATV明屋書店MEGA平田店
愛媛県松山市平田町81-1 明屋書店MEGA平田店内

(7) スマホステーション 愛媛CATV四国中央テレビ店
愛媛県四国中央市三島宮川4-6-48

(8) スマホステーション 愛媛CATVエミフルMASAKI店
愛媛県伊予郡松前町筒井850 （エミフルMASAKI フローラルコート2F）

(9) スマホステーション 愛媛CATVまつちか店
愛媛県松山市湊町5丁目1-1　（まつちかタウン）

(10) スマホステーション 君津店
千葉県君津市南子安5-10—33

(11) スマホステーション Nスマ札幌白石店
北海道札幌市白石区本通2丁目北8-40 中原ビル1階

(12) スマホステーション 熊本店
熊本県熊本市中央区白山1丁目2-13

(13) スマホステーションUNiCASE沖縄・浦添パルコシティ店
沖縄県浦添市西洲3-1-1　サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 2F

(14) スマホステーションUNiCASE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3階 306区画

(15) スマホステーション 厚木戸室店
神奈川県厚木市戸室1-28-17

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

A1902（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

R000082



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

リーテック株式会社 (1) 相模原センター
神奈川県相模原市中央区田名3700－３　ロジポート相模原４－Ｓ－３

2021/1/4 -

(2) 橋本センター
神奈川県相模原市緑区大山町４－７　ロジポート橋本２－Ｗ－４

(3) 東京江東センター
東京都江東区新砂３－４－11　GLP東京Ⅱ内２階

(4) 尼崎センター
兵庫県尼崎市扇町20番地　ロジポート尼崎内　6階－613

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

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

A1668（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

A1634（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

R000083



　　　　　　　　氏名又は名称 修理を行う事務所の名称及び所在地 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社フレンド (1) スマホ修理屋・フレンド草加本店
埼玉県草加市弁天６－21－１　大澤ビル1F

2022/1/5 -

(2) スマホ修理屋・フレンド北千住店
東京都足立区千住２－26　エクセル33　1F

(3) スマホ修理屋・フレンド越谷ALCo店
埼玉県越谷市越ヶ谷１－16－６　ALCo越谷ショッピングスクエア2F

(4) スマホ修理屋・フレンド八潮フレスポ店
埼玉県八潮市大瀬１－１－３　フレスポ八潮2F

(5) スマホ修理屋・フレンドイオン北浦和店
埼玉県さいたま市浦和区常盤10－20－29　イオン北浦和店1F

(6) スマホの病院イオンスタイルせんげん台店
埼玉県越谷市千間台西３－２－12　イオンスタイルせんげん台店2F

(7) 携帯修理プラスMAXふくしま店
福島県福島市曽根田町１－18　MAXふくしま3F

(8) 携帯修理プラスドン・キホーテ福島店
福島県福島市鎌田字舟戸前14－１　ドン・キホーテ福島店3F

(9) スマホ修理屋・柏店
千葉県柏市中央１－２－23

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

R000084



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社玉光堂 (1) 玉光堂東京本社
東京都墨田区石原３丁目２－３　両国鈴木ビル1F

2021/7/14 -

(2) スマホファクトリー札幌四丁目店
北海道札幌市中央区南１条西４丁目　日之出ビルB1

(3) スマホファクトリー旭川２・７ビル店
北海道旭川市２条通７丁目123－41

(4) スマホファクトリー長野駅前店
長野県長野市末広町1361　ナカジマ会館ビル1F

(5) スマホファクトリーライオン堂店
長野県松本市高宮東１－37

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000085



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

有限会社アシスト (1) 倉敷でiPhone修理と言えば！　QUICKFIX（クイックフィックス）倉敷駅前店
岡山県倉敷市阿知３丁目３－11

2021/7/21 -

(2) 岡山でiPhone修理と言えば！　QUICKFIX（クイックフィックス）岡山富田店
岡山県岡山市北区富田410－２

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000086



　　　　　　　　氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社エイトカンパニー (1) ８＋(エイトプラス）
兵庫県神戸市東灘区御影中町3丁目2-1　御影クラッセ3F

2021/9/29 -

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000087



氏名又は名称 登録若しくは変更登
録をした年月日又は
登録修理業者が変

更をした年月日

登録番号 登録修理業者が登録若しくは変更登録をした修理する特別特定無線設備の範囲
及び修理の箇所

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

株式会社サザンプラン (1) 株式会社サザンプラン
東京都新宿区大久保１－７－18　アサヒニューシティビル３F

2022/4/12 -

修理を行う事務所の名称及び所在地

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

R000088




