○登録修理業者一覧
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、
事業を廃止し、又は登
修理する特別特定無線設備の範囲及
録を取り消した年月日
び修理の箇所等

No.

登録番号

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

-

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
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、
事業を廃止し、又は登
修理する特別特定無線設備の範囲及
録を取り消した年月日
び修理の箇所等

No.
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16

R000016

日本PCサービス株式会社

2017/2/13

該当ページ

-

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

-
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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

-

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

-

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
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、
事業を廃止し、又は登
修理する特別特定無線設備の範囲及
録を取り消した年月日
び修理の箇所等

No.
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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

-

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

-
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61

R000061

ヴィレッジトレーディング合同会社

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

-

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

-

72

R000072

株式会社せんだい屋

2020/3/27

該当ページ

-
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ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䠄㻢㻝䠅㻭㻝㻣㻞㻟䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄㻢㻞䠅㻭㻝㻣㻣㻥䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄㻢㻟䠅㻭㻝㻣㻤㻡䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄㻢㻠䠅㻼㻾㻭㻙㻸㼄㻞䠄⳹Ⅽᢏ⾡᪥ᮏᰴᘧ♫䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
ᕤタィ䛻ྜ⮴䛩䜛ಟ⌮㻔䝯䜲䞁ᇶᯈཬ䜃䜰䞁䝔䝘䜢ྵ䜐䛩䜉䛶䛾⟠ᡤ㻕

㻞㻜㻝㻤㻛㻞㻛㻝㻢

䠄㻢㻡䠅㼃㻭㻿㻙㻸㼄㻞㻶䠄⳹Ⅽᢏ⾡᪥ᮏᰴᘧ♫䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
ᕤタィ䛻ྜ⮴䛩䜛ಟ⌮㻔䝯䜲䞁ᇶᯈཬ䜃䜰䞁䝔䝘䜢ྵ䜐䛩䜉䛶䛾⟠ᡤ㻕
䠄㻢㻢䠅㻿㼀㻲㻙㻸㻜㻥䠄⳹Ⅽᢏ⾡᪥ᮏᰴᘧ♫䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
ᕤタィ䛻ྜ⮴䛩䜛ಟ⌮㻔䝯䜲䞁ᇶᯈཬ䜃䜰䞁䝔䝘䜢ྵ䜐䛩䜉䛶䛾⟠ᡤ㻕

㻞㻜㻝㻤㻛㻡㻛㻝㻤

䠄㻢㻣䠅㻲㻵㻳㻙㻸㻭㻝䠄⳹Ⅽᢏ⾡᪥ᮏᰴᘧ♫䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
ᕤタィ䛻ྜ⮴䛩䜛ಟ⌮㻔䝯䜲䞁ᇶᯈཬ䜃䜰䞁䝔䝘䜢ྵ䜐䛩䜉䛶䛾⟠ᡤ㻕
䠄㻢㻤䠅㻭㻝㻥㻜㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄㻢㻥䠅㻭㻝㻤㻥㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

㻞㻜㻝㻤㻛㻤㻛㻝㻟

䠄㻣㻜䠅㻭㻺㻱㻙㻸㼄㻞㻶䠄⳹Ⅽᢏ⾡᪥ᮏᰴᘧ♫䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
ᕤタィ䛻ྜ⮴䛩䜛ಟ⌮㻔䝯䜲䞁ᇶᯈཬ䜃䜰䞁䝔䝘䜢ྵ䜐䛩䜉䛶䛾⟠ᡤ㻕

㻞㻜㻝㻥㻛㻡㻛㻥

䠄㻣㻝䠅㻭㻝㻥㻜㻞䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

㻙

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
2019/9/4

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
（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

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫䜽䝺䜰

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䠄䠍䠅䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻㜰ᚰᩪᶫᮏᗑ
䚷㜰ᗓ㜰ᕷ୰ኸ༊すᚰᩪᶫ㻝㻙㻤㻙㻥
䚷ၟ㒔䝡䝹䠍䠢
䠄䠎䠅䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻ி㒔Ἑཎ⏫ᗑ
䚷ி㒔ᗓி㒔ᕷୗி༊ᅄ᮲㏻ᑎ⏫ᮾධᚚ᪑ᐑᮏ⏫䠓␒ᆅ
䚷ᖖ☬䝡䝹㻮㻝
䠄䠏䠅䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻⚄ᡞ୕ᐑᗑ
䚷රᗜ┴⚄ᡞᕷ୰ኸ༊㛗⊃㏻㻞㻙㻟㻜㻙㻡㻝
䠄䠐䠅䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻⚟ᒸኳ⚄ᗑ
䚷⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷ୰ኸ༊ኳ⚄㻞㻙㻠㻙㻝㻝
䠄䠑䠅䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻ᱵ⏣㜰㥐๓ᗑ
䚷㜰ᗓ㜰ᕷ༊Ⱚ⏣䠎䠉䠎䠉䠐
䚷ྜྠᒇ䝡䝹䠍㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻝㻜㻛㻟

Ⓩ㘓␒ྕ

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮
䛩䜛≉ู≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ

㻾㻜㻜㻜㻜㻜㻞

䠄䠍䠅㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄䠎䠅㻭㻝㻠㻡㻟䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄䠏䠅㻭㻝㻡㻞㻠䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄䠐䠅㻭㻝㻢㻤㻣䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄䠑䠅㻭㻝㻢㻤㻤䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄䠒䠅㻭㻝㻣㻞㻟䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄䠓䠅㻭㻝㻣㻣㻥䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄䠔䠅㻭㻝㻣㻤㻡䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄䠕䠅㻭㻝㻤㻥㻤䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄㻝㻜䠅㻭㻝㻥㻜㻞䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ
䠄㻝㻝䠅㻭㻝㻥㻜㻢䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁
ụ

ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻙

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
䝰䝞䜲䝹䜿䜰䝔䜽䝜䝻䝆䞊䝈ᰴᘧ♫

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䝰䝞䜲䝹䜿䜰䝔䜽䝜䝻䝆䞊䝈ᰴᘧ♫
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ㒔⟃༊ụ㎶⏫㻠㻟㻤㻤
ఫ䝡䝹䝕䜱䞁䜾

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻣㻛㻣㻛㻟㻝
㻾㻜㻜㻜㻜㻜㻟 䠄䠍䠅㻭㻝㻠㻡㻟㻌㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ䚸䛭䛾䛾
⟠ᡤ㻔㻿㻵㻹䝖䝺䜲䚸䝩䞊䝮䝪䝍䞁䞉䝍䝑䝏㻵㻰䝴䝙䝑䝖㻲㻼㻯䝁䝛䜽䝍ᅛᐃ䜹䝞䞊䚸㻸㻱㻰䝣䝷䝑
䝅䝳䝷䜲䝖ᅛᐃ䜹䝞䞊䚸䝩䞊䝮䝪䝍䞁䞉䝍䝑䝏㻵㻰䝴䝙䝑䝖ᅛᐃ䜹䝞䞊䚸䜲䝲䝇䝢䞊䜹ᅛ
ᐃ䜹䝞䞊䚸䝣䝻䞁䝖䜹䝯䝷䞉䝉䞁䝃㻲㻼㻯䚸䝇䝢䞊䜹㒊䝣䜱䝹䝍䞊䚸䝬䜲䜽㒊䝣䜱䝹䝍䞊㻕

䠄䠎䠅㻭㻝㻠㻡㻢㻌㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ䚸䛭䛾䛾
⟠ᡤ㻔㻿㻵㻹䝖䝺䜲䚸䝩䞊䝮䝪䝍䞁䝴䝙䝑䝖䚸䝩䞊䝮䝪䝍䞁䚸䜲䝲䝇䝢䞊䜹ᅛᐃ䜹䝞䞊䚸䝣
䝻䞁䝖䜹䝯䝷䞉䝉䞁䝃㻲㻼㻯䚸䝬䜲䜽㒊䝣䜱䝹䝍䞊䚸䝇䝢䞊䜹㒊䝣䜱䝹䝍䞊㻕
䠄䠏䠅㻭㻝㻡㻤㻢㻌㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ䚸䛭䛾䛾
⟠ᡤ㻔㻿㻵㻹䝖䝺䜲䚸䜲䝲䝇䝢䞊䜹ᅛᐃ䜹䝞䞊䚸䝣䝻䞁䝖䜹䝯䝷䞉䝉䞁䝃㻲㻼㻯䚸䝇䝢䞊䜹㒊
䝣䜱䝹䝍䞊䚸䝬䜲䜽㒊䝣䜱䝹䝍䞊㻕
䠄䠐䠅㻭㻝㻡㻞㻠㻌㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ䚸䛭䛾䛾
⟠ᡤ㻔㻿㻵㻹䝖䝺䜲䚸䜲䝲䝇䝢䞊䜹ᅛᐃ䜹䝞䞊䚸䝣䝻䞁䝖䜹䝯䝷䞉䝉䞁䝃㻲㻼㻯䚸䝇䝢䞊䜹㒊
䝣䜱䝹䝍䞊䚸䝬䜲䜽㒊䝣䜱䝹䝍䞊㻕

䠄䠑䠅㻭㻝㻢㻤㻤㻌㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ䚸䛭䛾䛾
⟠ᡤ㻔㻿㻵㻹䝖䝺䜲䚸䜲䝲䝇䝢䞊䜹ᅛᐃ䜹䝞䞊䚸䝣䝻䞁䝖䜹䝯䝷䞉䝉䞁䝃㻲㻼㻯䚸䝇䝢䞊䜹㒊
䝣䜱䝹䝍䞊㻕
䠄䠒䠅㻭㻝㻢㻤㻣㻌㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ䚸䛭䛾䛾
⟠ᡤ㻔㻿㻵㻹䝖䝺䜲䚸䜲䝲䝇䝢䞊䜹ᅛᐃ䜹䝞䞊䚸䝣䝻䞁䝖䜹䝯䝷䞉䝉䞁䝃㻲㻼㻯䚸䝇䝢䞊䜹㒊
䝣䜱䝹䝍䞊㻕

氏名又は名称

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) 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
(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

登録若しくは変更登録をし 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
た年月日又は登録修理業
及び修理の箇所
者が変更をした年月日
2019/5/20
R000004 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

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
（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

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
2019/7/30

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

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

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

（新）
(1)
iCracked Store 渋谷
東京都渋谷区宇田川町12−10
(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 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

(5)

iCracked Store 町田
東京都町田市原町田6-10-19 アロービル1F

(6)

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

(7)

iCracked Store 府中
東京都府中市宮町1-10-59

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

(12)

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

(13)

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

(14)

iCracked Store 立川
東京都立川市曙町2-7-17

(15)

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

(16)

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

(17)

iCracked Store 栄ロフト名古屋
愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク5F

(18)

iCracked Store 甲府昭和
山梨県中巨摩郡昭和町河東中島968-1

(19)

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

(20)

iCracked Store 神戸元町
兵庫県神戸市中央区元町通1-10-2

(21)

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

(22)

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

(23)

iCracked Store 八代
熊本県八代市大手町1-6-27

(24)

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

(25)

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

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
R000006 (1)A1586（Apple Inc.）
2019/12/1
【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

氏名又は名称

修理を行う事務所の名称及び所在地

(26)

iCracked Store 静岡マルイ
静岡県静岡市葵区御幸町6-10 静岡マルイ1F

(27)

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

(28)

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

(29)

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

(30)

iCracked Store 新潟パテオ西新発田
新潟県新発田市富塚町2-19-19 パテオ西新発田ショッピングセンター内

(31)

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

(32)

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

(33)

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

(34)

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

(35)

iCracked Store 木更津
千葉県木更津市長須賀328-10

(36)

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

(37)

iCracked Store 宮崎延岡
宮崎県延岡市卸本町9-14

(38)

iCracked Spot 西新宿
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

(39)

iCracked Spot 楽天モバイル渋谷公園通り店
東京都渋谷区神南1-20-6 マ・メゾンしぶや公園通りビル1F

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
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㻔㻡㻕㻭㻝㻢㻤㻣䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊
䝍䚸㟁ụ
㻔㻢㻕㻭㻝㻣㻣㻥䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊
䝍䚸㟁ụ

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

(1) 株式会社AppBank Store
東京都新宿区新宿2-13-10 武蔵野ビル6Ｆ
(2) 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号および新宿3丁目サブナード1号
(3) 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
(4) Sma-cle AppBank Store 柏
千葉県柏市柏1-1-11 ファミリかしわ2Ｆ
(5) 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
(6) AppBank Store × Sma-cle 吉祥寺
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 吉祥寺レンガ館モール1F
(7) 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

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/3/4
R000008 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

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
䜶䞊䝇ᰴᘧ♫

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䠄䠍䠅䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻ḷᒣᒾฟᗑ
䚷䚷ḷᒣ┴ᒾฟᕷす㔝㻟㻜
䚷
䠄䠎䠅䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻ḷᒣ䝟䞊䝮䝅䝔䜱ᗑ
䚷䚷ḷᒣ┴ḷᒣᕷ୰㔝㻟㻝㻙㻝

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻢㻛㻝㻜㻛㻞㻣
㻾㻜㻜㻜㻜㻜㻥 䠄䠍䠅㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻞㻜㻝㻤㻛㻢㻛㻝㻠

䠄䠎䠅㻭㻝㻢㻤㻣䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠏䠅㻭㻝㻢㻤㻤䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠐䠅㻭㻝㻣㻞㻟䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠑䠅㻭㻝㻣㻣㻥䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠒䠅㻭㻝㻣㻤㻡䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

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
（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

登録若しくは変更登録をし 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 事業を廃止し、又は登録を
た年月日又は登録修理業
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
者が変更をした年月日
2019/10/29
R000010 （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）

（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

【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

（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
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ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻥㻛㻟㻛㻝㻥
㻾㻜㻜㻜㻜㻝㻝 䠄䠍䠅㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
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䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠎䠅㻭㻝㻢㻤㻣䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠏䠅㻭㻝㻢㻤㻤䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠐䠅㻭㻝㻣㻞㻟䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠑䠅㻭㻝㻣㻣㻥䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠒䠅㻭㻝㻣㻤㻡䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠓䠅㻭㻝㻤㻥㻤䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠔䠅㻭㻝㻥㻜㻞䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠕䠅㻭㻝㻥㻜㻢䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
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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

(1)

リンゴ屋東京本部
東京都港区西新橋2-33-4 プレイアデ虎ノ門902

(2)

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

(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)

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

(10) 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
(11) リンゴ屋狭山店
埼玉県狭山市広瀬1-6-16 TSUTAYA狭山店内
(12) 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
(13) リンゴ屋新下関店
山口県下関市石原305 コスパビル2F
(14) リンゴ屋磯子店
神奈川県横浜市磯子区森3-18-5
(15) リンゴ屋新大阪店
大阪府大阪市淀川区西中島3-12-15 4F

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2019/5/20
R000013 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

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
⟃㟁ᴗᰴᘧ♫

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻ᗑᕞᗑ
⚟ᒸ┴ᕞᕷඵᖭす༊㝕ཎ䠐䠉䠑䠉䠎䠒

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻢㻛㻣
㻾㻜㻜㻜㻜㻝㻠 䠄䠍䠅㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠎䠅㻭㻝㻢㻤㻣䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠏䠅㻭㻝㻢㻤㻤䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠐䠅㻭㻝㻣㻞㻟䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠑䠅㻭㻝㻣㻣㻥䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
䠄䠒䠅㻭㻝㻣㻤㻡䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫䜚䜣䛤䜔ྡྂᒇ㏻ၟ

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䠄䠍䠅䝸䞁䝂ᒇྡྂᒇ㻌ᰤᮏᗑ
䚷䚷ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰༊ᰤ䠐䞊䠍䠒䞊䠔䚷ᰤ䝯䞁䝞䞊䝈䜸䝣䜱䝇䝡䠞䠍䠢
䠄䠎䠅䝸䞁䝂ᒇྡྂᒇ㻌㔠ᒣ㥐๓ᗑ
䚷䚷ྡྂᒇᕷ୰༊㔠ᒣ㻝┠䠍䠏䠉䠓㻌䜂䛾䛷䝡䝹䠒䠢
䠄䠏䠅䝸䞁䝂ᒇྡྂᒇ㻌㡲ୖ๓ὠ㥐๓ᗑ
䚷䚷ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰༊㡲䠐䠉䠍䠍䠉䠑䚷ほ㡢䝡䝹䠍䠢
䠄䠐䠅䝸䞁䝂ᒇྡྂᒇ㻌᪥ᗑ
䚷䚷᪥ᕷ㫽ᒃᯇ⏫䠒┠䠑䠌␒ᆅ㻌୕ཎ䝡䝹㫽ᒃᯇ䠎䠞ྕᐊ
䠄䠑䠅䝸䞁䝂ᒇྡྂᒇ㻌ᒸᓮᗑ
䚷䚷ឡ▱┴ᒸᓮᕷ⏣༡⏫䠍䠉䠕㻌䠎䠌䠍䝡䝹䠍䠢
䠄䠒䠅䝸䞁䝂ᒇྡྂᒇ㻌ඵ㥐๓ᗑ
䚷䚷ྡྂᒇᕷ༊ᗈ㊰⏫Ꮠ▼ᆏ㻌䠍䠌䠎䠉䠍䠐䠔䚷䠎䠢䠏

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻣㻛㻞㻛㻟
㻾㻜㻜㻜㻜㻝㻡 㻭㻝㻢㻤㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
᪥ᮏ㻼㻯䝃䞊䝡䝇ᰴᘧ♫

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌㜰྿⏣ᗑ
䚷㜰ᗓ྿⏣ᕷᗈⰪ⏫㻥㻙㻟㻟䚷䝥䝺䝅䝕䞁䝖䝡䝹㻝㻲
㻔㻞㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌ᮐᖠᗑ
䚷ᾏ㐨ᮐᖠᕷⓑ▼༊༡㒓㏻㻤┠㻝㻙㻟䚷㻿㼀䝯䝰䝸䜰䝹䝡䝹㻝㻲
㻔㻟㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌༓ⴥ୰ኸᗑ
䚷༓ⴥ┴༓ⴥᕷ୰ኸ༊᪂⏣⏫㻣㻙㻡㻌䚷▼ฟ䝡䝹㻝䠢
㻔㻠㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌ᇸ⋢ᐑᗑ
䚷ᇸ⋢┴䛥䛔䛯䜎ᕷᐑ༊ᐑ⏫㻞㻙㻢㻠䚷ᫍ㔝䝡䝹㻝㻲
㻔㻡㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌ᮾி୕⏣ᗑ
䚷ᮾி㒔 ༊Ⱚ㻟㻙㻞㻠㻙㻞㻝䚷୕䝡䝹㻝㻲
㻔㻢㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌ᮾி❧ᕝᗑ
䚷ᮾி㒔❧ᕝᕷᰘᓮ⏫㻞㻙㻝㻜㻙㻝㻞䚷㻌ຍ⸨䝡䝹㻝㻲
㻔㻣㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌ᶓභゅᶫᗑ
䚷⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ⚄ዉᕝ༊භゅᶫ㻞㻙㻝㻠㻙㻞㻤䚷䝣䜯䝭䞊䝹ⓑᴦ㻝㻲
㻔㻤㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌⚄ዉᕝཌᮌᗑ
䚷⚄ዉᕝ┴ཌᮌᕷ⏣ᮧ⏫㻤㻙㻤㻌ᰗ⏣䝡䝹㻝㻲
㻔㻥㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌ྡྂᒇᗑ
䚷ឡ▱┴ྡྂᒇᕷᮾ༊ⵇ㻟㻙㻝㻞㻙㻣䚷㻭㻹㻿ⵇ㻟䝡䝹㻝㻲
㻔㻝㻜㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌ி㒔㥐๓ᗑ
䚷ி㒔ᗓி㒔ᕷୗி༊᮲㏻すὝ㝔ᮾධ䝹ዀஅ⏫㻢㻥㻠䚷䜾䝷䞁䝯䝸䞊㻝䠢
㻔㻝㻝㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌⚄ᡞᗑ
䚷රᗜ┴⚄ᡞᕷරᗜ༊すᶲ㏻㻝㻙㻝㻙㻝䚷䝣䜯䝷䞁⚄ᡞ䝡䝹㻝㻲
㻔㻝㻞㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌ᗈᓥᗑ
䚷ᗈᓥ┴ᗈᓥᕷす༊ᴋᮌ⏫㻝㻙㻝㻜㻙㻞㻠䚷➨ዟ⏣䝡䝹㻝㻲
㻔㻝㻟㻕䝗䜽䝍䞊䞉䝩䞊䝮䝛䝑䝖㻌⚟ᒸ༤ከᗑ
䚷⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷ༤ከ༊♲ᅬ⏫㻢䇲㻠㻟䚷䜼䜸䞁ᰘ⏣䝡䝹㻝㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻣㻛㻞㻛㻝㻟
㻾㻜㻜㻜㻜㻝㻢 㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ΎỈ㻌୍

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䝇䝬䞊䝖䝗䜽䝍䞊䝥䝻ຍྂᕝᗑ
රᗜ┴ຍྂᕝᕷᖹᒸ⏫᪂ᅾᐙ㻞㻙㻞㻤㻜㻙㻣䚷㉥ᯇ䝡䝹㻞㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻣㻛㻟㻛㻣
㻾㻜㻜㻜㻜㻝㻣 㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻞㻜㻝㻤㻛㻝㻜㻛㻝
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

氏名又は名称
株式会社じゃんぱら

修理を行う事務所の名称及び所在地
(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
(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
(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

登録若しくは変更登録をし 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 事業を廃止し、又は登録を
た年月日又は登録修理業
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
者が変更をした年月日
2019/8/1
R000018 (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
(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

登録若しくは変更登録をし 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 事業を廃止し、又は登録を
た年月日又は登録修理業
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
者が変更をした年月日
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修理を行う事務所の名称及び所在地

氏名又は名称

株式会社ギア

(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

(2)

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

(3)

あいさぽ茅ケ崎店
神奈川県茅ケ崎市共恵1-4-16 猪狩ビル205号

(4)

あいさぽ立川店
東京都立川市錦町2-1-10 第1池田ビル405

(5)

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

(6)

あいさぽ上野店
東京都台東区上野6-15-1 上野マルイ B1F

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

あいさぽ天神店
福岡県福岡市中央区天神2-9 新天町地下FAVO内

(11)

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

(12)

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

(13)

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

(14)

あいさぽ新橋店
東京都港区新橋2-11-2 ヒロビル2F

(15)

あいさぽ蒲田店
東京都大田区西蒲田7-48-7 丸やビル3F

(16)

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

(17)

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

(18)

あいさぽ柏店
千葉県柏市柏1-2-31 TSUTAYA柏駅前店内

(19)

あいさぽ瑞江店
東京都江戸川区瑞江4-50-12 TSUTAYA瑞江店内

(20)

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

(21)

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

(22)

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

(23)

あいさぽ錦糸町店
東京都墨田区錦糸3-10-9 メゾンドボヌール1F

(24)

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

(25)

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

登録若しくは変更登録 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 事業を廃止し、又は登録を
をした年月日又は登
及び修理の箇所
取り消した年月日
録修理業者が変更を
した年月日
2019/12/1
R000020 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
１１．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
１２．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

修理を行う事務所の名称及び所在地

氏名又は名称

(26)

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)

(27)

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

(28)

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

(29)

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

(30)

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

(31)

アイサポ南砂店
東京都江東区南砂3-3-6 TSUTAYA南砂店内

(32)

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

(33)

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

(34)

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

(35)

アイサポ西船橋店
千葉県船橋市西船4-14-12

(36)

アイサポ松戸駅前店
千葉県松戸市本町4-18

(37)

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

(38)

アイサポ環2下永谷店
神奈川県横浜市港南区下永谷5-3-18

(39)

アイサポ江戸川橋店
東京都文京区関口1-4-6 プラネックス文京ビル1F

(40)

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

(41)

アイサポ岐阜東興店
岐阜県岐阜市東興町50

(42)

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

(43)

アイサポ勝どき店
東京都中央区勝どき1-3-1 アパートメントタワー勝どき1F

(44)

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

(45)

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

(46)

アイサポ東戸塚店
神奈川県横浜市戸塚区品濃町516-5

(47)

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

(48)

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

(49)

アイサポ北仙台店
宮城県仙台市青葉区昭和町6-10

(50)

アイサポ松山平井店
愛媛県松山市平井町1418-1

登録若しくは変更登録 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 事業を廃止し、又は登録を
をした年月日又は登
及び修理の箇所
取り消した年月日
録修理業者が変更を
した年月日
１３．A2098 (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
１４．A2102 (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

(51)

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

(52)

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

(53)

アイサポ君津中野店
千葉県君津市中野3-10-16

(54)

アイサポ市川店
千葉県市川市東大和田1-26-19

(55)

アイサポ市ヶ谷店
東京都千代田区九段南3-9-12 アリスビル1F リアット！店内

(56)

アイサポ碧南店
愛知県碧南市荒子町5-43

(57)

あいさぽ富谷大清水店
宮城県富谷市大清水2-13-1

(58)

あいさぽ愛子店
宮城県仙台市青葉区栗生7-4-6

(59)

アイサポ追浜店
神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5

(60)

アイサポ朝霞台店
埼玉県朝霞市東弁財1-2-15

(61)

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

(62)

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

(63)

アイサポ春日店
福岡県春日市小倉1-2春日ルート5 1F

(64)

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

(65)

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

(66)

アイサポ江木店
群馬県高崎市江木町28番地

(67)

アイサポ前橋荒牧店
群馬県前橋市荒牧町1-23-4

(68)

アイサポ高知店
高知県高知市本町3-2-15

(69)

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

(70)

HISモバイルショップ池袋サンシャイン通り店
東京都豊島区東池袋1-11-1 オーク東池袋ビル3F

(71)

アイサポ十和田店
青森県十和田市東四番町5-2 TSUTAYA店内

(72)

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

(73)

アイサポ神田西口商店街店
東京都千代田区内神田2-13-2 梶山ビル1F リアット！店内

(74)

アイサポふじみ野店
埼玉県富士見市ふじみ野西1-21-4

(75)

アイサポ藤枝店
静岡県藤枝市前島3-12-38

登録若しくは変更登録 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 事業を廃止し、又は登録を
をした年月日又は登
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
録修理業者が変更を
した年月日
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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

(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

(2)

ifcMEGA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

(3)

ifcMEGAドン・キホーテ武蔵小金井店
東京都小金井市本町5-11-2 MEGAドン・キホーテ武蔵小金井 1F

(4)

ifcMEGAドン・キホーテ北鴻巣店
埼玉県鴻巣市箕田3111-1 MEGAドン・キホーテ北鴻巣店内 1F

(5)

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

(6)

ifc小平花小金井店
東京都小平市花小金井1-3-26

(7)

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

(8)

ifcMEGAドン・キホーテ袋井店
静岡県袋井市川井1413-1 MEGAドン・キホーテ袋井店 1F

(9)

ifcMAXふくしま店
福島県福島市曽根田町1-18 MAXふくしま 3F

(10) 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
(11) ifc足立北千住店
東京都足立区千住2-26 エクセル33 1F
(12) 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
(13) ifc草加八潮店
埼玉県草加市弁天6-21-1
(14) 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
(15) ifc豊橋新城店
愛知県新城市片山字西野畑545 スギ薬局 2F
(16) ifc金沢店
石川県金沢市駅西本町3-18-27
(17) ifc岡山真庭店
岡山県真庭市勝山805
(18) ifc高山店
岐阜県高山市天満町5-13
(19) ifc郡山新さくら通り店
福島県郡山市島2-38-9
(20) ifc茅ヶ崎店
神奈川県茅ケ崎市新栄町7-7
(21) ifc福岡飯塚店
福岡県飯塚市立岩1125-1
(22) ifc柏店
千葉県柏市中央1-2-23
(23) ifc福岡西・佐賀店
福岡県福岡市早良区東入部3-2-12 1F
(24) ifc盛岡店
岩手県盛岡市盛岡駅前通15-24
(25) ifc本庄上里店
埼玉県児玉郡上里町七本木2602-5

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/2/18
R000023 １．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
２．A1902（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

(26) ifc富士店
静岡県富士市永田町1-92
(27) 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
(28) 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
(29) ifc ALCO 越谷店
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ー2F
(30) ifc Vision 江南店
愛知県江南市古知野町朝日113-2F
(31) ifc mobile shop core 長野店
長野県長野市南千歳1-7-10 15-2F
(32) 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
(33) 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
(34) ifcフレンド八潮フレスポ店
埼玉県八潮市大瀬1-1-13 フレスポ八潮1F
(35) ifcいわき鹿島店
福島県いわき市鹿島町久保1-5-11
(36) ifc 新所沢PARCO店
埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢PARCO店B1F
(37) 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
(38) 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
(39) ifc阿南店
徳島県阿南市日開野町南居内321-1
(40) ifc立川店
東京都立川市柴崎町3-3-3
(41) 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
(42) ifc西日本佐世保北店
長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免1018
(43) 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
(44) ifc寝屋川店
大阪府寝屋川市北大利町12-2

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
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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

(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

(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

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2018/11/30
R000025 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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/1/24
R000026 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

(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

(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

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)

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

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

(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東口店
東京都新宿区新宿3-23-5 新東ビル3Ｆ Ｂ号室
(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 よろずやビル3Ｆ
(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) スマホスピタル奈良橿原店
奈良県橿原市内膳町5-2-33 中和八木ビル3Ｆ
(17) スマホスピタル広島本通店
広島県広島市中区本通8-1 本通Ｋビル2Ｆ
(18) 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
(19) 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
(20) 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
(21) 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
(22) 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
(23) スマホスピタル新橋店
東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル4F
(24) 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
(25) 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

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

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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
(26) 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
(27) 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
(28) スマホスピタル町田店
東京都町田市原町田6-21-5 パレス熊澤パート5 301号室
(29) 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
(30) 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
(31) 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
(32) 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
(33) 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
(34) スマホスピタル熊本店
熊本県熊本市中央区安政町2-27 セネタースビル3F
(35) 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
(36) スマホスピタル広島駅前店
広島県広島市南区大須賀13-5 田村ビル3F
(37) 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2F
(38) 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）
(39) 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
(40) 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
(41) スマホスピタル明石店
兵庫県明石市大明石町1-6-16 SYB21 501号室
(42) スマホスピタル六本木店
東京都港区六本木7-17-12 六本木ビジネスアパートメンツ208号室
(43) スマホスピタルMEGAドン・キホーテ狸小路店
北海道札幌市中央区南3条4-12-1 アルシュビル4F
(44) 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
(45) スマホスピタル高知店
高知県高知市堺町3-1 ワンダフルスクエアディーバ内
(46) 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
(47) 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
(48) スマホスピタル和泉府中店
大阪府和泉市府中町3-16-22
(49) スマホスピタル京阪百貨店守口店
大阪府守口市河原町8-3 京阪百貨店7F
(50) 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

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

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
(51) スマホスピタル高田馬場店
東京都新宿区高田馬場2-14-8 竹内ビル4F
(52) 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
(53) 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
(54) 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
(55) スマホスピタル静岡駅前店
静岡県静岡市葵区伝馬町7-9 天馬ビル3F NORTH
(56) スマホスピタル宇都宮店
栃木県宇都宮市東宿郷1-4-5 岸ビル3F
(57) 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
(58) 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1-1-15 山中ビル4F
(59) 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
(60) スマホスピタル青森八戸店
青森県八戸市江陽5-15-12
(61) スマホスピタル南青山店
東京都港区南青山2-27-21 ジークス青山ビル2F

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

(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

登録若しくは変更登録をし 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 事業を廃止し、又は登
設備の範囲及び修理の箇所
た年月日又は登録修理業
録を取り消した年月日
者が変更をした年月日
2019/7/31

R000027 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
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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

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

ダイワンテレコム道玄坂店
東京都渋谷区道玄坂2-11-4ストークビル道玄坂3F

(5)

ダイワンテレコム梅田店
大阪府大阪市北区芝田 2-3-16 東洋ビル別館 3F

(6)

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

(7)

ダイワンテレコム大森駅前店
東京都大田区山王 2-2-15

(8)

ダイワンテレコム銀座店
東京都中央区銀座6-13-7 新保ピル 614号

(9)

ダイワンテレコム姫路店
兵庫県姫路市東駅前町61 八木ピル1F

(10) ダイワンテレコム名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅3-23-16 タキビル1F
(11) ダイワンテレコム五反田店
東京都品川区西五反田1丁目33-10 西五反田サインタワー9F
(12) 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丁目ピル3F
(13) ダイワンテレコム名古屋栄店
愛知県名古屋市中区錦三丁目22-24 ATS広小路ピル5F
(14) ダイワンテレコム埼玉入間店
埼玉県入間市藤沢409-3
(15) 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ピル3F
(16) 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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/1/16
R000029 （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

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
株式会社グロウワーク

(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

(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上伊那店
長野県上伊那郡宮田村3189-5

(4)

モバイル修理.jp長野店
長野県長野市柳原2090-10-102号

(5)

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

(6)

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

(7)

モバイル修理.jp伊那店
長野県伊那市境1071リブレビル2F

(8)

モバイル修理.jp長町店
宮城県仙台市太白区長町5-3-3

(9)

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

(10)

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

(11)

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

(12)

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

(13)

モバイル修理.jp富沢店
宮城県仙台市太白区長町南4-28-17

(14)

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

(15)

モバイル修理.jp酒田店
山形県酒田市下安町18-10

(16)

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

(17)

モバイル修理.jp成田店
千葉県成田市不動ヶ岡1970-7

(18)

モバイル修理.jp奥州店
岩手県奥州市水沢区朝日町3-4

(19)

モバイル修理.jp鹿屋店
鹿児島県鹿屋市笠之原町5-65

(20)

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

(21)

モバイル修理.jpマルナカ高屋店
岡山県岡山市北区富田341-10

(22)

モバイル修理.jp八戸店
青森県八戸市類家4-21-1

(23)

モバイル修理.jp七尾店
石川県七尾市所口町リ部7-3

(24)

モバイル修理.jp高浜店
福井県大飯郡高浜町立石15

(25)

モバイル修理.jp宮古店
岩手県宮古市長町1-6-21

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2019/12/24
R000030 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
(26)

モバイル修理.jp出水店
鹿児島県出水市下鯖町514

(27)

モバイル修理.jp射水店
富山県射水市大門169

(28)

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

(29)

モバイル修理.jp本庄店
埼玉県本庄市駅南1-13-8

(30)

モバイル修理.jp熊谷北店
埼玉県熊谷市小曽根37-7

(31)

モバイル修理.jp秩父店
埼玉県秩父市宮側町15-14

(32)

モバイル修理.jp下松店
山口県下松市大字平田103

(33)

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

(34)

モバイル修理.jp熊本店
熊本県熊本市南区田井島1-10-16

(35)

モバイル修理.jp福岡行橋店
福岡県行橋市道場寺1489-9

(36)

モバイル修理.jp中津川店
岐阜県中津川市花戸町1-28

(37)

モバイル修理.jp福山店
広島県福山市松永町5-10-23

(38)

モバイル修理.jp上越店
新潟県上越市土橋830-1

(39)

モバイル修理.jp豊橋柱店
愛知県豊橋市柱二番町3-1

(40)

モバイル修理.jp八幡浜店
愛媛県八幡浜市八代56-2

(41)

モバイル修理.jp由利本荘店
秋田県由利本荘市深沢字苗代沢18

(42)

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

(43)

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

(44)

モバイル修理.jp山形店
山形県山形市前田町16-18

(45)

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

(46)

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

(47)

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

(48)

モバイル修理.jpワンズモール稲毛店
千葉県千葉市稲毛区長沼町330番地50ワンズモール2F

(49)

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

(50)

モバイル修理.jp鹿島店
佐賀県鹿島市大字納富分甲276-1

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日

氏名又は名称
修理を行う事務所の名称及び所在地
(51)

モバイル修理.jp富山店
富山県富山市飯野27-1

(52)

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

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日

氏名又は名称

株式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

(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

(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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2019/12/13
R000031 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

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

(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

(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

(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 池袋本店
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)

iPhone修理工房 水戸OPA店
茨城県水戸市宮町1-7-33 水戸OPA 8F

(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 松本パルコ店
長野県松本市中央1-10-30 松本パルコ 3F

(11)

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

(12)

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

(13)

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

(14)

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

(15)

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

(16)

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

(17)

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

(18)

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

(19)

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

(20)

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

(21)

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

(22)

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

(23)

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

(24)

iPhone修理工房 和光駅前店
埼玉県和光市新倉1-1-36

(25)

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

ミニタウンプチパリ内

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/1/9
R000032 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

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

(26)

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

(27)

iPhone修理工房 厚木店
神奈川県厚木市山際613 ZOA厚木店内

(28)

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

(29)

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

(30)

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

(31)

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

(32)

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

(33)

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

(34)

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

(35)

iPhone修理工房 静岡店
静岡県静岡市葵区古庄1-10-6

(36)

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

(37)

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

(38)

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

(39)

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

(40)

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

(41)

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

(42)

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

(43)

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

(44)

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

(45)

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

(46)

iPhone修理工房 熊谷店
埼玉県熊谷市筑波3-69

(47)

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

(48)

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

(49)

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

(50)

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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日

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

(51)

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

(52)

iPhone修理工房 宮崎店
宮崎県宮崎市宮脇町95-4

(53)

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

(54)

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

(55)

iPhone修理工房 上野店
東京都台東区上野6-16-17 早津ビル3F

(56)

iPhone修理工房 前橋店
群馬県前橋市昭和町3-28-13

(57)

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

(58)

iPhone修理工房 自由が丘店
東京都目黒区自由が丘1-27-2

(59)

iPhone修理工房 青森店
青森県青森市新城平岡252-77

(60)

iPhone修理工房 葛西店
東京都江戸川区中葛西3-19-9

(61)

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

(62)

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

(63)

iPhone修理工房 秋津店
東京都東村山市秋津町5-9-1

(64)

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

(65)

iPhone修理工房 西八王子店
東京都八王子市千人町2-20-10

(66)

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

(67)

iPhone修理工房 高崎下小鳥店
群馬県高崎市下小鳥町441-4

(68)

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

(69)

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

(70)

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

(71)

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

(72)

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

(73)

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

(74)

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

(75)

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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日

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

(76)

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

(77)

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

(78)

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

(79)

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

(80)

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

(81)

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

(82)

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

(83)

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

(84)

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

(85)

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

(86)

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

(87)

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

(88)

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

(89)

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

(90)

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

(91)

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

(92)

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

(93)

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

(94)

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

(95)

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

(96)

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

(97)

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

(98)

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

(99)

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

(100) 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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日

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

(101) 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
(102) 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
(103) 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
(104) 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
(105) 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

(106) 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
(107) 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
(108) 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
(109) 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
(110) 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
(111) 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
(112) 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
(113) 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
(114) 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
(115) 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
(116) 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
(117) 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
(118) 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
(119) 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
(120) 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
(121) 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
(122) 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
(123) 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
(124) 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
(125) 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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
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(126) 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
(127) 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
(128) 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
(129) iPhone修理工房 砺波店
富山県砺波市大辻632 池田ビル
(130) 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
(131) 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
(132) 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
(133) 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
(134) 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
(135) スマホ修理工房 三鷹店
東京都三鷹市下連雀３丁目28-23
(136) スマホ修理工房 大井町店
東京都品川区大井1-2-16
(137) 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
(138) 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
(139) 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
(140) 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
(141) 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
(142) 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
(143) 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
(144) 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
(145) 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
(146) 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
(147) 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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日
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䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸
㟁ụ
㻔㻞㻕㻭㻝㻡㻞㻠䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸
㟁ụ
㻔㻟㻕㻭㻝㻢㻤㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸
㟁ụ
㻔㻠㻕㻭㻝㻢㻤㻣䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸
㟁ụ
㻔㻡㻕㻭㻝㻣㻣㻥䚷㻔㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚㻕
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸
㟁ụ

㻙

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫㻹㼎㼕㼘㼑㻿㼠㼥㼘㼑

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻕᱁Ᏻ䝇䝬䝩䛾❆ཱྀ㻌ᯈᶫ༊ᙺᡤ๓
䚷ᮾி㒔ᯈᶫ༊௰ᐟ㻢㻠㻙㻝
㻔㻞㻕᱁Ᏻ䝇䝬䝩䛾❆ཱྀ㻌ᏛⱁᏛ
䚷ᮾி㒔┠㯮༊㮚␒㻟㻙㻝㻥㻙㻝㻜
㻔㻟㻕᱁Ᏻ䝇䝬䝩䛾❆ཱྀ㻌ᡞ㉺㖟ᗙ
䚷ᮾி㒔ရᕝ༊ᡞ㉺㻟㻙㻞㻙㻟
㻔㻠㻕᱁Ᏻ䝇䝬䝩䛾❆ཱྀ㻌༑୕
䚷㜰ᗓ㜰ᕷᾷᕝ༊༑୕ᮏ⏫㻝㻙㻥㻙㻝㻢
㻔㻡㻕᱁Ᏻ䝇䝬䝩䛾❆ཱྀ㻌⎭⟸ᒣ
䚷㜰ᗓᮾ㜰ᕷ⎭⟸ᒣ⏫㻟㻙㻞㻝
㻔㻢㻕㻭㻯㻯㻱㻿㻿㻻㻾㻵㻱㻿㻌㻳㼛㼛㼘㼡㼑㻌䜲䜸䞁䝰䞊䝹ሜⰼ⏣
䚷㜰ᗓሜᕷ༊ᮾὸ㤶ᒣ⏫㻠㻙㻝㻙㻝㻞㻌䜲䜸䞁䝰䞊䝹ሜⰼ⏣㻠㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻞㻛㻝
㻾㻜㻜㻜㻜㻟㻠 㻭㻝㻠㻡㻟䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

氏名又は名称
株式会社Mazuma Japan

修理を行う事務所の名称及び所在地
株式会社Mazuma Japan 東京都港区南青山２－２３－８

登録若しくは変更登録をし 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 事業を廃止し、又は登録を
た年月日又は登録修理業
取り消した年月日
無線設備の範囲及び修理の箇所
者が変更をした年月日
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

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫㻺㻷䜰䞊䝇

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻕㻌䝰䝞䜲䝹䝟䞊䜽ᮏᗑ
䚷ᾏ㐨୰ᕝ㒆ᖥู⏫ᮐෆᱜ⏫㻤㻟␒ᆅ㻝㻝
㻔㻞㻕㻌䝰䝞䜲䝹䝟䞊䜽ᮐෆᗑ
䚷ᾏ㐨୰ᕝ㒆ᖥู⏫ᮐෆす⏫㻥㻡㻙㻝
㻔㻟㻕㻌䝰䝞䜲䝹䝟䞊䜽ᖏᗈᗑ
䚷ᾏ㐨ᖏᗈᕷす㻝㻤᮲༡㻞┠㻣␒ᆅ㻝㻥
㻔㻠㻕㻌䝰䝞䜲䝹䝟䞊䜽㔲㊰ᗑ
䚷ᾏ㐨㔲㊰ᕷ୰ኸ㻠┠㻥␒㻝㻤ྕ䚷䜹䝈䜳䞊䝡䝹

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻞㻛㻞㻟
㻾㻜㻜㻜㻜㻟㻢 㻭㻝㻢㻤㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
䝕䝆䝍䝹䝸䝴䞊䝇ᰴᘧ♫

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻕䝕䝆䝍䝹䝸䝴䞊䝇ᰴᘧ♫䚷ᾆ䝉䞁䝍䞊
䚷ᇸ⋢┴䛥䛔䛯䜎ᕷ⥳༊㛛䠍䠕䠍䠒䠉䠍䚷䝉䞁䝁䞊ᾆ㻼㻰䝉䞁䝍䞊ෆ
㻔㻞㻕䝕䝆䝍䝹䝸䝴䞊䝇ᰴᘧ♫
䚷㜰ᗓᮾ㜰ᕷỈ㉮䠏䠉䠒䠉䠎䠑䚷㛵す㓄㏦ᰴᘧ♫䚷ᮾ㜰Ⴀᴗᡤෆ

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻞㻛㻞㻟
㻾㻜㻜㻜㻜㻟㻣 㻭㻝㻢㻤㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫䝛䜸䝸䜰

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻕㻱㻯㻻㻹㻻ᮾி
䚷ᮾி㒔 ༊す㯞ᕸ㻟㻙㻞㻜㻙㻝㻢す㯞ᕸ䜰䝛䝑䜽䝇䝡䝹䠒㻲
㻔㻞㻕㻱㻯㻻㻹㻻㜰
䚷㜰ᗓ㜰ᕷ༊すኳ‶㻟㻙㻝㻠㻙㻝㻢すኳ‶䝟䞊䜽䝡䝹䠏ྕ㤋䠔㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻣㻛㻝㻝
㻾㻜㻜㻜㻜㻟㻤 㻔㻝㻕㻭㻝㻢㻤㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻔㻞㻕㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
䝭䝙䝑䝖䞉䜰䝆䜰䞉䝟䝅䝣䜱䝑䜽ᰴᘧ♫

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻕
㻔㻞㻕
㻔㻟㻕
㻔㻠㻕
㻔㻡㻕
㻔㻢㻕

㻔㻣㻕
㻔㻤㻕
㻔㻥㻕
㻔㻝㻜㻕
㻔㻝㻝㻕
㻔㻝㻞㻕
㻔㻝㻟㻕
㻔㻝㻠㻕
㻔㻝㻡㻕
㻔㻝㻢㻕
㻔㻝㻣㻕
㻔㻝㻤㻕
㻔㻝㻥㻕
㻔㻞㻜㻕
㻔㻞㻝㻕
㻔㻞㻞㻕
㻔㻞㻟㻕
㻔㻞㻠㻕
㻔㻞㻡㻕
㻔㻞㻢㻕
㻔㻞㻣㻕
㻔㻞㻤㻕
㻔㻞㻥㻕
㻔㻟㻜㻕

䝭䝙䝑䝖䞉䜰䝆䜰䞉䝟䝅䝣䜱䝑䜽ᰴᘧ♫䚷ᮏ♫
ᮾி㒔ྎᮾ༊ᰗᶫ㻞㻙㻝㻥㻙㻢䚷ᰗᶫ䝣䜯䞊䝇䝖䝡䝹䠎㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌୕㉺᪥ᮏᶫᮏᗑ
ᮾி㒔୰ኸ༊᪥ᮏᶫᐊ⏫㻝㻙㻠㻙㻝㻌᪥ᮏᶫ୕㉺ᮏᗑ㻌䝟䞊䜻䞁䜾䝡䝹㻝㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌ᯇᒇὸⲡᗑ
㻌ᮾி㒔ྎᮾ༊ⰼᕝᡞ㻝㻙㻠㻙㻝㻌ᯇᒇὸⲡ㻝䠢
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌ྡ㕲ྡྂᒇᗑ
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰ᮧ༊ྡ㥐㻝㻙㻞㻙㻝㻌ྡ㕲ྡྂᒇ㻮㻞㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌⸨ᓮᗑ
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊୍␒⏫㻟㻙㻞㻙㻝㻣㻌⸨ᓮ㻝㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌䛒䜉䛾䝝䝹䜹䝇㏆㕲ᮏᗑ
㜰ᗓ㜰ᕷ㜿ಸ㔝༊㜿ಸ㔝➽㻝㻙㻝㻙㻠㻟
䛒䜉䛾䝝䝹䜹䝇㏆㕲ᮏᗑ䚷䜴䜱䞁䜾㤋㻞㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌ጲ㊰䞉ᒣ㝧ⓒ㈌ᗑ
රᗜ┴ጲ㊰ᕷ༡⏫㻝㻌ጲ㊰䞉ᒣ㝧ⓒ㈌ᗑ㻞䠢
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌ᮾᛴⓒ㈌ᗑ䛥䛳䜍䜝ᗑ
ᾏ㐨ᮐᖠᕷ୰ኸ༊㻠㻌᮲す㻞㻙㻝㻌ᮾᛴⓒ㈌ᗑ䛥䛳䜍䜝ᗑ㻝㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌ᯇᆏᒇୖ㔝ᗑ
ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝㻟㻙㻞㻥㻙㻡㻌ᯇᆏᒇୖ㔝ᗑ㻌᪂༡㤋㻼㻭㻾㻯㻻㼋㼥㼍㻌ഃ㻮㻝㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌ᮾᛴᮾᶓᗑ
ᮾி㒔㇂༊㇂㻞㻙㻞㻠㻙㻝㻌ᮾᛴⓒ㈌ᗑᮾᶓᗑ㻟㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌䝅䝱䝫䞊ᑠᒾᗑ
ᮾி㒔Ụᡞᕝ༊༡ᑠᒾ㻣㻙㻞㻠㻙㻝㻡㻌䝅䝱䝫䞊ᑠᒾ㻮㻝㻲
䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌䜽䜲䞊䞁䝈ఀໃ➲ሯᗑ
ᮾி㒔㇂༊➲ሯ㻝㻙㻠㻤㻙㻝㻠㻌䜽䜲䞊䞁䝈ఀໃ➲ሯᗑ㻮㻝㻲
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ᮾி㒔༓௦⏣༊᭷ᴦ⏫㻝㻙㻝㻝㻙㻝㻙㻮㻝㻲
㻔㻝㻞㻜㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌᭷ᴦ⏫䝬䝹䜲ᗑ
ᮾி㒔༓௦⏣༊᭷ᴦ⏫㻞㻙㻣㻙㻝㻌᭷ᴦ⏫䝬䝹䜲㻞㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥

Ặྡཪ䛿ྡ⛠

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻞㻝㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖㻌䝉䝺䜸ඵ⋤Ꮚᗑ
ᮾி㒔ඵ⋤Ꮚᕷ᪫⏫㻝䠉㻝㻌䝉䝺䜸ඵ⋤Ꮚ㻌㤋㻹㻞㻲
㻔㻝㻞㻞㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷㏆㕲⏕㥖ᗑ
ዉⰋ┴⏕㥖ᕷ㇂⏣⏫㻝㻢㻜㻜䚷㏆㕲ⓒ㈌ᗑ⏕㥖ᗑ㻞㻲
㻔㻝㻞㻟㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷୰㔝ᆏୖ䝟䜸ᗑ
ᮾி㒔୰㔝༊ᮏ⏫㻞㻙㻠㻢㻙㻝䚷୰㔝ᆏୖ䝟䜸䠍㻲
㻔㻝㻞㻠㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷⫧ᚋ䜘䛛䝰䞁ᕷሙᗑ
⇃ᮏᕷす༊᪥㻟㻙㻝㻡㻙㻟㻜㻌㻌⫧ᚋ䜘䛛䝰䞁ᕷሙෆ㻝㻲
㻔㻝㻞㻡㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䝢䜸䝺ጲ㊰ᗑ
රᗜ┴ጲ㊰ᕷ㥐๓⏫㻝㻤㻤㻙㻝䚷䝢䜸䝺ጲ㊰䝢䜸䝺㻝䚷㻞㻲
㻔㻝㻞㻢㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷㟁ຊ䝡䝹ᗑ
ᐑᇛ┴ྎᕷ㟷ⴥ༊୍␒⏫㻟㻙㻣㻙㻝䚷㟁ຊ䝡䝹ᮏ㤋㻝㻲
㻔㻝㻞㻣㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷ᮾி䝭䝑䝗䝍䜴䞁᪥ẚ㇂ᗑ
ᮾி㒔༓௦⏣༊᭷ᴦ⏫㻝䠉㻝䠉㻞㻌㻌᪥ẚ㇂୕䝍䝽䞊㻥㻲
㻔㻝㻞㻤㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷㖟ᒣ⏫ᗑ
ᗈᓥ┴ᗈᓥᕷ୰༊ᖬ⏫㻝㻡䠉㻠
㻔㻝㻞㻥㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷㻶㻾㣤⏣ᶫ㥐ᮾཱྀᗑ
ᮾி㒔༓௦⏣༊㣤⏣ᶫ㻠㻙㻤㻙㻝
㻔㻝㻟㻜㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䜲䜸䞁㔠ᒣ
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰༊㔠ᒣ㻝㻙㻝㻝㻙㻝㻣
㻔㻝㻟㻝㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䜰䝖䝺䝬䝹䝠䝻ᕝ㉺ᗑ
ᇸ⋢┴ᕝ㉺ᕷ⬥⏣⏫㻝㻜㻡㻌䜰䝖䝺䝬䝹䝠䝻ᕝ㉺ᗑ㻝㻲
㻔㻝㻟㻞㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䜰䝖䝺䞂䜱ሯᗑ
ᮾி㒔㇏ᓥ༊༡ሯ㻟㻙㻟㻟㻙㻝㻌䜰䝖䝺䞂䜱ሯ㻞䠢
㻔㻝㻟㻟㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷㻶㻾⏣⏫㥐ᮾཱྀᗑ
ᮾி㒔 ༊Ⱚᾆ㻟┠䠍䠉㻟㻞䚷䛺䛞䛥䝔䝷䝇㻝㻜㻟㻝䠢
㻔㻝㻟㻠㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䜶䜻䝬䝹䝅䜵ᐆሯᗑ
රᗜ┴ᐆሯᕷᰤ⏫㻞┠㻣␒㻝㻟ྕ㻌㻶㻾ᐆሯ㥐ᨵᮐ䚷䜶䜻䝬䝹䝅䜵ᐆሯෆ㻞㻲
㻔㻝㻟㻡㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䜇䜙䜚䛸ி⋤ᗓ୰ᗑ
ᮾி㒔ᗓ୰ᕷᗓ୰⏫㻝┠㻞␒ᆅ䠍㻌䜇䜙䜚䛸ி⋤ᗓ୰㻞㻲
㻔㻝㻟㻢㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䝶䝗䝞䝅ᶓᗑ
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷす༊ᖾ㻝䠉㻞䠉㻣㻌䝶䝗䝞䝅ᶓ㻮㻝㻲
㻔㻝㻟㻣㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷㕥⹒ྎᗑ
රᗜ┴⚄ᡞᕷ༊㕥⹒ྎ⏫㻝┠㻥␒㻝ྕ䚷䝧䝹䝇䝖㕥⹒ྎ㻝㻲
㻔㻝㻟㻤㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷ᡭ⏫䝥䝺䜲䝇ᗑ
ᮾி㒔༓௦⏣༊ᡭ⏫㻞┠㻟␒㻝ྕ㻌ᡭ⏫䝥䝺䜲䝇㻮㻝
㻔㻝㻟㻥㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䝣䝺䞁䝔ᕝᗑ
ᮾி㒔ㄪᕸᕷᕝ⏫㻝┠㻠㻟␒ᆅ䠍㻌㻌䝣䝺䞁䝔ᕝ㻞㻲
㻔㻝㻠㻜㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷䜶䝡䝇䝍すᐑᗑ
රᗜ┴すᐑᕷ⏣୰⏫㻝㻙㻢㻌㻌䜶䝡䝇䝍すᐑ㻝㻲
㻔㻝㻠㻝㻕 䝭䝇䝍䞊䝭䝙䝑䝖䚷㻶㻾ᕝᓮ㥐ᗑ
⚄ዉᕝ┴ᕝᓮᕷᕝᓮ༊㥐๓ᮏ⏫㻞㻢㻙㻝㻌㻶㻾ᕝᓮ㥐䚷୰ኸ༡ᨵᮐෆ㻞㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫㻳㻸㻻㻮㻭㻸㻌㼃㻻㻾㻷㻿

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻕 㼕㻼㼔㼛㼚㼑ಟ⌮䝆䝱䝟䞁㇂ᗑ
ᮾி㒔㇂༊Ᏹ⏣ᕝ⏫䠍䠒䠉䠔䚷㇂䝉䞁䝍䞊䝡䝹䠑䠌䠍
㻔㻞㻕 㼕㻼㼔㼛㼚㼑ಟ⌮䝆䝱䝟䞁᪂ᐟᗑ
ᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ䠓䠉䠍䠉䠓䚷᪂ᐟ䝎䜲䜹䞁䝥䝷䝄㻭㤋䠔䠍䠒
㻔㻟㻕 㼕㻼㼔㼛㼚㼑ಟ⌮䝆䝱䝟䞁ụ⿄ᗑ
ᮾி㒔㇏ᓥ༊すụ⿄䠍䠉䠏䠉䠑䚷ᚋ⸨䝡䝹䠎㻲
㻔㻠㻕 㼕㻼㼔㼛㼚㼑ಟ⌮䝆䝱䝟䞁ᕝ㉺ᗑ
ᇸ⋢┴ᕝ㉺ᕷ⬥⏣⏫䠏䠉䠍䠓

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻟㻛㻣
㻾㻜㻜㻜㻜㻠㻜 㻭㻝㻢㻤㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫㻲㻻㻿㼀㻱㻾

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䜰䜲䝣䜷䞁䝥䝷䝄ᶓᮏᗑ
⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ୰༊ⰼဏ⏫୍┠㻡㻟␒ᆅ㻝
㻭㻺ᶓ䝡䝹㻤㝵

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻟㻛㻞㻢
㻾㻜㻜㻜㻜㻠㻝 㻭㻝㻠㻡㻟䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸㟁ụ

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

(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

(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

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2019/8/1
R000042 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

修理を行う事務所の名称及び所在地
（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

登録若しくは変更登録をし 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 事業を廃止し、又は登録を
た年月日又は登録修理業
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日
者が変更をした年月日
2018/3/26
R000043 A1688（Apple Inc.）
2018/12/31
【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

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠

ᰴᘧ♫䝣䝷䝑䝅䝳䜶䞊䝆䜵䞁䝖

㻔㻝㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤㇂⚄༡ᮏᗑ
ᮾி㒔㇂༊⚄༡㻝㻙㻞㻜㻙㻤㻌ⰾ㈡㟁䝡䝹㻟㻲
㻔㻞㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤ụ⿄ཱྀᗑ
ᮾி㒔㇏ᓥ༊すụ⿄㻝㻙㻞㻥㻙㻝㻠㻌䜸䝸䜶䞁䝖ụ⿄㻝㻜㻜㻤㻌ྕᐊ
㻔㻟㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤㜰ᚰᩪᶫᗑ
㜰ᗓ㜰ᕷ୰ኸ༊すᚰᩪᶫ㻝㻙㻡㻙㻝㻟㻌䝷䝇䝖䝻䝡䝹㻞㻲
㻔㻠㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤ྡྂᒇᰤᗑ
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰༊㘊㻟┠㻞㻞㻙㻝㻠㻌䝬䝹䝙䝅䝡䝹㻝㻲㻌䝰䝞䝑䜽䝇ᰤᗑෆ
㻔㻡㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤ୖ㔝ᚚᚐ⏫ᗑ
ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝㻢┠㻠㻙㻝㻞㻌䜴䜵䝹䜹䝮䝰䞊䝹ෆ
㻔㻢㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤䜲䜸䝅䝇⛅ⴥཎᗑ
ᮾி㒔༓௦⏣༊እ⚄⏣㻟┠㻝㻠㻙㻤᪂ᮎᗈ䝡䝹㻞㻲䜲䜸䝅䝇㈙ྲྀ䝉䞁䝍䞊ෆ
㻔㻣㻕 㻙
㻔㻤㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤㼀㻿㼁㼀㻭㼅㻭༓ఫᗑ
ᮾி㒔㊊❧༊༓ఫ㻞㻙㻞㻡
㻔㻥㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤䜲䜸䝅䝇㡲ᗑ
ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰༊㡲㻟┠㻝㻥㻙㻝㻢
㻔㻝㻜㻕 䝇䝬䝩ಟ⌮⋤䜲䜸䝅䝇䛺䜣䜀ᗑ
㜰ᗓ㜰ᕷᾉ㏿༊㞴Ἴ㻞㻙㻡㻙㻝㻠

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู≉ᐃ↓⥺ ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿
タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ
᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻥㻛㻠㻛㻝㻜
㻾㻜㻜㻜㻜㻠㻠 㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻡㻞㻠䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻢㻤㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻢㻤㻣䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻣㻣㻥䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻣㻤㻡䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻥㻜㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻤㻥㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
す⳻㟁ᶵᰴᘧ♫

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䠄䠍䠅す⳻㟁ᶵᰴᘧ♫䚷䝔䝺䝁䝮ᴗ㒊
䚷ᮾி㒔Ụᮾ༊ᮾ㞼㻝㻙㻣㻙㻝㻞䚷㻷㻰㼄㇏Ὢ䜾䝷䞁䝇䜽䜶䜰䠐㻲
䠄䠎䠅す⳻㟁ᶵᰴᘧ♫䚷䝔䝺䝁䝮ᴗ㒊
䚷ᮾி㒔 ༊Ⱚ㛛㻝㻙㻝㻙㻟㻜䚷Ⱚ㻺㻮㻲䝍䝽䞊㻝㻞㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻝㻝㻛㻞㻝
㻾㻜㻜㻜㻜㻠㻡 㻭㻝㻢㻤㻤䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ
㻭㻝㻢㻤㻣䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫䝤䝹䞊䝥䝸䞁䝖

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
㻔㻝㻕䜽䜲䝑䜽᪂ᐟ༡ཱྀᗑ
䚷ᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ㻝㻙㻝㻤㻙㻢㻌ᒣව᪂ᐟ䝡䝹㻣㝵
㻔㻞㻕䜽䜲䝑䜽ྡྂᒇᗑ
䚷ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰ᮧ༊ྡ㥐㻠㻙㻡㻙㻞㻢䚷䝴䝙䝰䞊䝹ᱜ䝡䝹㻟㝵
㻔㻟㻕䜽䜲䝑䜽ᒸᓮ㥐๓ᗑ
䚷ឡ▱┴ᒸᓮᕷ⩚᰿す㻝㻙㻤㻙㻤䚷䝬䝇䝁䝑䝖䝡䝹㻞㝵
㻔㻠㻕䜽䜲䝑䜽ᒱ㜧㥐๓ᗑ
䚷ᒱ㜧┴ᒱ㜧ᕷ㛗ఫ⏫㻞㻙㻥㻙㻝
㻔㻡㻕䜽䜲䝑䜽⏫⏣ᗑ
䚷ᮾி㒔⏫⏣ᕷཎ⏫⏣㻌㻢㻙㻝㻡㻙㻞㻌㻾㻿䝡䝹㻟㻜㻝ྕ
㻔㻢㻕䜽䜲䝑䜽ὠ⏣ᗑ
䚷༓ⴥ┴⯪ᶫᕷ㻌๓ཎす㻞㻙㻞㻞㻙㻝㻠㻌୕ᶫ䝡䝹㻞㻜㻞ྕ
㻔㻣㻕䜽䜲䝑䜽ᡂ⏣ᗑ
䚷༓ⴥ┴ᡂ⏣ᕷ㻌ⰼᓮ⏫㻤㻝㻠㻙㻡䝲䝘䜼䝲䝡䝹㻝㝵
㻔㻤㻕䜽䜲䝑䜽ㄪᕸᗑ
䚷ᮾி㒔ㄪᕸᕷᕸ⏣㻝┠㻟㻣㻙㻝㻢
㻔㻥㻕䜽䜲䝑䜽ᕝᗑ
䚷ᮾி㒔ㄪᕸᕷᕝ⏫㻝㻙㻝㻢㻙㻣䝷䜲䜸䞁䝈䝬䞁䝅䝵䞁㻞㻜㻣
㻔㻝㻜㻕䜽䜲䝑䜽㧗ᑎᗑ
䚷ᮾி㒔ᮡ୪༊㧗ᑎ༡㻠㻙㻞㻡㻙㻝䜖䛸䜚䛩䛸㻷㻢㻌㻞㻲
㻔㻝㻝㻕䜽䜲䝑䜽➲ሯᗑ
䚷ᮾி㒔㇂༊㻌➲ሯ㻝┠㻡㻢㻙㻢䜽䝺䝉䞁䝖䝥䝷䝄➲ሯ㻟㻲

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻠㻛㻞㻣
㻾㻜㻜㻜㻜㻠㻢 㻭㻝㻡㻤㻢䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝬䜲䜽䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝁䝛䜽䝍䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

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

(1)

iPhoneDoctor神田本店
東京都千代田区神田須田町1-14 AKビル２F

(2)

アイフォンドクター八戸店
青森県八戸市江陽2-14-1 ラピア1F

(3)

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

(4)

アイフォンドクターララガーデン春日部店
埼玉県春日部市南1-1-1 ララガーデン春日部2FCOCO

(5)

アイフォンドクター銀座店
東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブBF

(6)

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

(7)

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

(8)

アイフォンドクター川崎店
神奈川県川崎市川崎区東田町6-7 1F

(9)

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

(10)

アイフォンドクター長野店
長野県長野市早苗町29

(11)

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

(12)

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

(13)

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

(14)

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

(15)

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

(16)

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

(17)

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

(18)

アイフォンドクター滋賀県庁前店
滋賀県大津市中央3-8-8 レーク中央1F

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/2/5
R000047 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

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
䛠䜣䛠䜣ᰴᘧ♫

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
䠄䠍䠅㼕㻼㼔㼛㼚㼑ಟ⌮䛾䛠䜣䛠䜣ᰤᗑ
䚷ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ୰༊ᰤ㻟㻙㻟㻡㻙㻞㻞㻌䝂䞊䝗䞁ᰤ䝡䝹䠓㻲
䠄䠎䠅㼕㻼㼔㼛㼚㼑ಟ⌮䛾䛠䜣䛠䜣ᒸᓮᗑ
䚷ឡ▱┴ᒸᓮᕷ㬞⏣ᮏ⏫䠐䠉䠍

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻢㻛㻝㻠
㻾㻜㻜㻜㻜㻠㻤 㻭㻝㻣㻣㻥䠄㻭㼜㼜㼘㼑㻌㻵㼚㼏㻚䠅
㻙
䛆ಟ⌮䛾⟠ᡤ䛇
⾲♧⨨䚸䝣䝺䞊䝮䚸䝇䝢䞊䜹䚸䜹䝯䝷䚸᧯స䝪䝍䞁䚸䝞䜲䝤䝺䞊䝍䚸㟁ụ

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

(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
(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

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録
録をした年月日又は
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
を取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2019/4/15
R000049 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

Ặྡཪ䛿ྡ⛠
ᰴᘧ♫᪥ᮏ䜰䝅䝇䝖

ಟ⌮䜢⾜䛖ົᡤ䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ
ᰴᘧ♫᪥ᮏ䜰䝅䝇䝖䚷ᮾி䝰䝞䜲䝹䝃䞊䝡䝇䝉䞁䝍䞊
ᮾி㒔Ụᮾ༊டᡞ䠓䠉䠑䠏䠉䠍䠔

Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧 Ⓩ㘓␒ྕ Ⓩ㘓ⱝ䛧䛟䛿ኚ᭦Ⓩ㘓䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ಟ⌮䛩䜛≉ู ᴗ䜢ᗫṆ䛧䚸ཪ䛿Ⓩ㘓䜢
≉ᐃ↓⥺タഛ䛾⠊ᅖཬ䜃ಟ⌮䛾⟠ᡤ
ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯ᖺ᭶᪥
䛯ᖺ᭶᪥ཪ䛿Ⓩ㘓ಟ⌮ᴗ
⪅䛜ኚ᭦䜢䛧䛯ᖺ᭶᪥
㻞㻜㻝㻤㻛㻣㻛㻝㻝
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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

(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

(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

(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 横浜ベイクォーター店
神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクォーター4F

(10)

iPhone修理救急便 名古屋駅前店
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1階

(11)

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

(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 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

(15)

iPhone修理救急便 吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-16 徳竹パーキングビル1F

(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 川崎店
神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-12 ウィン砂子4F

(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 大宮駅前店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-7 ON21 ビル6F

(21)

iPhone修理救急便 秋葉原店
東京都千代田区神田松永町17-7ヒラツカビル3F

(22)

iPhone修理救急便 八王子店
東京都八王子市三崎町4-8 篠崎ビル5F

(23)

iPhone修理救急便 なんば駅前店
大阪府大阪市浪速区難波中2-6-15 ユーアイプラザビル1F

(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

登録若しくは変更登録をし 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 事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日
た年月日又は登録修理業
特定無線設備の範囲及び修理の箇所
者が変更をした年月日
2019/10/5

R000052 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

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

(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

(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

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2018/8/9
R000053 A1779（Apple Inc.）
2019/4/30
【修理の箇所】
表示装置、カメラ、コネクタ、電池
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氏名又は名称

アドレス・サービス株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地

(1)

わくわくPCスマホランド
千葉県山武市成東1808-1

登録若しくは変更登 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 事業を廃止し、又は登録を
録をした年月日又は
及び修理の箇所
取り消した年月日
登録修理業者が変
更をした年月日
2018/11/12
R000055 A1586（Apple Inc.）
2019/6/30
【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
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㻙

氏名又は名称

株式会社シナジーグローバル

修理を行う事務所の名称及び所在地

(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

(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
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

(18)
(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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/2/14
R000057 A1779（Apple Inc.)
【修理の箇所】
表示装置、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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
(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
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

(28)
(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

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日
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氏名又は名称

ヴィレッジトレーディング合同会社

修理を行う事務所の名称及び所在地

(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

(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 すすきのラフィア店
北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地 ススキノラフィア6階

(5)

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）

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10) アイフォンクリア 北大前店
北海道札幌市北区北14条西3丁目1 ゼウスビル2階
(11) 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
(12) 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
(13) 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
(14) 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
(15) 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
(16) 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
(17) 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
(18) アイフォンクリア 名寄店
北海道名寄市字徳田4番地24

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
2019/8/1

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 事業を廃止し、又は登録を
備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日

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

株式会社247

修理を行う事務所の名称及び所在地

(1)

GENIE立川店
東京都立川市柴崎町2-12-5

(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2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1階

(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) iPhoneリペアセンター浜松町店
東京都港区芝大門1-16-6 新雅ビル2F
(11) iPhoneリペアセンター神田店
東京都千代田区内神田3-11-2 笹原ビル2F
(12) iPLaNT明石駅前店
兵庫県明石市本町1-2-23 K'sビル3階
(13) 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2階
(14) 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3階

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
R000062 A1779（Apple Inc.)
2019/8/16
【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

株式会社あLink

修理を行う事務所の名称及び所在地

(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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2019/10/29
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

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NDA

修理を行う事務所の名称及び所在地

(1)

smart365 西宮本店
兵庫県西宮市津門稲荷町5-3多田ビル2階

(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 和泉店
大阪府和泉市いぶき野5-1-11 エコール･いずみ本館1階

(4)

smart365 奈良香芝店
奈良県香芝市真美ヶ丘6-10 エコール･マミ南館2階

(5)

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

(6)

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

(7)

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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2019/11/13
R000064 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

-

氏名又は名称

Brightstar Japan株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地

(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

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
2019/12/11

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 事業を廃止し、又は登録を
備の範囲及び修理の箇所
取り消した年月日

R000065

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

大石 真敬

修理を行う事務所の名称及び所在地

(1)

CareMobile宇治店
京都府宇治市宇治若森31-6 マルタビル２階

(2)

CareMobile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

(3)

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

(4)

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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2019/12/11
R000066 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

株式会社カメラ朝日

修理を行う事務所の名称及び所在地

(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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/1/16
R000067 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

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EDEN

修理を行う事務所の名称及び所在地

(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

(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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/2/18
R000068 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

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media resort

修理を行う事務所の名称及び所在地

(1)

i+laboパルナ佐原東店
茨城県稲敷市西代1495 パルナ佐原東店2F

(2)

i+laboサプラ竜ヶ崎店
茨城県龍ヶ崎市小柴5-1-2 ショッピングセンターサプラ1F

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
R000069 A1902（Apple Inc.)
2020/2/25
【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IC-NET

修理を行う事務所の名称及び所在地

(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

(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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/3/10
R000070 A1779（Apple Inc.)
【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

Network Engineering株式会社

修理を行う事務所の名称及び所在地

(1)

Network Engineering株式会社
鹿児島県鹿児島市西千石町1-32 Wビルディング西千石町9F

(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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/3/27
R000071 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

-

氏名又は名称

株式会社せんだい屋

Network Engineering株式会社
鹿児島県鹿児島市西千石町1-32 Wビルディング西千石町9F+B4:C8

(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

(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

登録若しくは変更登 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
録をした年月日又は
及び修理の箇所
登録修理業者が変
更をした年月日
2020/3/27
R000072 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

事業を廃止し、又は登録を
取り消した年月日

-

