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神奈川県 iPhone修理工房 海老名ビナウォーク店 ● ● 243-0432 神奈川県海老名市中央1-1-1ビナウォーク1番館２F 046-240-1388

東京都 iPhone修理工房 吉祥寺パルコ店 ● ● 180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ5階 0422-27-5236

神奈川県 iPhone修理工房 平塚OSC湘南シティ店 ● 254-0807 神奈川県平塚市代官町33-1 OSC湘南シティ1F 0463-74-5745

東京都 iPhone修理工房 中野ブロードウェイ店 ● 164-0001 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 03-5942-8391

東京都 iPhone修理工房 ココリア多摩センター店 ● 206-0033 東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター2F 042-313-7905

神奈川県 iPhone修理工房 横浜戸塚モディ店 ● 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10番 戸塚モディ2F 045-330-2695

神奈川県 iPhone修理工房 藤沢OPA店 ● 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢22-3 藤沢OPA 7F 0466-54-8266

東京都 iPhone修理工房 池袋P‘パルコ店 ● ● 170-0013 東京都豊島区 東池袋1−50−35 P‘パルコ 3F 03-5927-8544

東京都 スマホ修理工房 渋谷モディ店 ● ● 150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷モディ6F 03-4336-8204

東京都 iPhone修理工房 荻窪タウンセブン店 ● 167-0043 東京都杉並区上荻1-9-1 荻窪タウンセブン1F 03-6276-9292

栃木県 iPhone修理工房 宇都宮パルコ店 ● 320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1 宇都宮パルコ3F 028-680-6145

茨城県 iPhone修理工房 水戸OPA店 ● 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-33 水戸OPA 8F 029-350-5405

長野県 スマホ修理工房 松本パルコ店 ● ● 390-0811 長野県松本市中央1-10-30 松本パルコ3F 0263-88-5253

長野県 iPhone修理工房 長野アゲイン店 ● 380-0826 長野県長野市北石堂町1429-1 ショッピングプラザアゲイン 1F 026-217-0881

東京都 スマホ修理工房 調布パルコ店 ● 182-0026 東京都調布市小島町1-38-1 調布パルコ4F 042-444-6623

東京都 iPhone修理工房 白山駅店 ● 113-0001 東京都文京区白山5-36-10白山駅構内 03-3830-8188

埼玉県 iPhone修理工房 和光駅前店 ● 351-0115 埼玉県和光市新倉1-1-36 048-468-2223

京都府 iPhone修理工房 京都マルイ店 ● ● 600-8567 京都府京都市下京区四条通河原町東入 京都マルイ2F 075-744-6090

広島県 スマホ修理工房 広島パルコ店 ● ● 730-0034 広島県広島市中区新天地2-1 広島パルコ新館3F 082-241-5533

熊本県 iPhone修理工房 熊本パルコ店 ● ● 860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町5-1 熊本パルコ9F 096-288-5710

宮城県 iPhone修理工房 仙台フォーラス店 ● 980-8546 宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15　仙台フォーラス3F 022-264-8007
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東京都 iPhone修理工房 池袋本店 ● 170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-12 パークビル 5F 03-5911-5665　

東京都 iPhone修理工房 渋谷店 ● 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-7渋谷宮下パークビル5F 03-6433-5299

東京都 iPhone修理工房 新宿東口店 ● 160-0022 東京都新宿区新宿3-28-1 アドヴァンスビル5Ｆ 03-6273-2121

長野県 スマホ修理工房 イオンモール松本店 ● 390-8560 長野県松本市中央4-9-51 イオンモール松本3F 0263-50-4244

神奈川県 スマホ修理工房 マルイシティ横浜店 ● ● 220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 マルイシティ横浜６F 045-534-7395

大阪府 iPhone修理工房 大阪梅田 西日本本店 ● 530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-3-23　メイプルビル芝田4F 06-6147-2688

神奈川県 iPhone修理工房 川崎日航店 ● 210-0024 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 044-201-7700

福岡県 スマホ修理工房 福岡パルコ店 ● 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ新館B1F 092-235-7191

埼玉県 スマホ修理工房 マルイファミリー志木店 ● ● 353-0004 埼玉県志木市本町5丁目26−1 マルイファミリー志木5F 048-458-0561

北海道 スマホ修理工房 札幌4丁目プラザ店 ● 060-0042 北海道札幌市中央区南1条西4丁目 4丁目プラザ6F 011-211-1291

愛知県 スマホ修理工房 名古屋パルコ店 ● 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 東館4F 052-264-8513

東京都 iPhone修理工房 自由が丘店 ● 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-27-2 自由が丘ひかり街内 03-6421-4346

鹿児島県 iPhone修理工房 薩摩川内店 ● 895-0026 鹿児島県薩摩川内市東向田町5-14 春山ビル1F 0996-20-3443

東京都 iPhone修理工房 銀座店 ● 104-0061 東京都中央区銀座6-9-7 近畿建物銀座ビル4F 03-6274-6877

東京都 iPhone修理工房 神田店 ● 101-0047 東京都千代田区内神田3-9-5 内神田大原ビル3F 03-3251-7770

東京都 iPhone修理工房 王子店 ● 114-0002 東京都北区王子1-9-1 王子駅前KSビル4階 03-3251-7770

東京都 iPhone修理工房 八王子東急スクエア店 ● 192-0083 東京都八王子市旭町9-1八王子東急スクエアビル４F 03-3251-7770

東京都 iPhone修理工房 西八王子店 ● 193-0835 東京都八王子市千人町2−20−10 03-3251-7770

東京都 iPhone修理工房 秋津店 ● 189-0001 東京都東村山市秋津町5-9-1 03-3251-7770

山梨県 iPhone修理工房 セレオ甲府店 ● 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-8 セレオ甲府4F 03-3251-7770

神奈川県 スマホ修理工房 ジョイナステラス二俣川店 ● 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川二丁目50番地14 ジョイナステラス2　4F 045-453-8989

鹿児島県 iPhone修理工房 霧島店 ● 899-4346 鹿児島県霧島市国分府中町1-53-1　生協コープ店内 0995-45-4450

北海道 iPhone修理工房 旭川店 ● 070-0823 北海道旭川市緑町12丁目2559-12 ABCヴィレッジ1F コナ・サーフさん横 0166-85-7277
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北海道 iPhone修理工房 釧路店 ● 085-0058 北海道釧路市愛国東1-10-1　フクハラ愛国店内 0154-39-7777

青森県 スマホ修理工房 青森店 ● 038-0042 青森県青森市大字新城字平岡252-77 017-718-2377

秋田県 iPhone修理工房　秋田店 ● 010-0942 秋田県秋田市川尻大川町12-33　パソコンの館 秋田店内 018-896-5060

静岡県 iPhone修理工房　浜松店 ● 435-0057 静岡県浜松市東区中田町815 OAナガシマ 浜松本店内 053-468-5765

静岡県 iPhone修理工房　富士店 ● 417-0055 静岡県富士市永田町2-94 OAナガシマ 富士店内 0545-54-3210

神奈川県 iPhone修理工房　厚木店 ● 243-0803 神奈川県厚木市山際613 ZOA厚木店内 046-244-1382

群馬県 iPhone修理工房　前橋店 ● 371-0034 群馬県前橋市昭和町3-28-13 027-289-5491

千葉県 スマホ修理工房　ペリエ千葉店 ● 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉B1 043-239-5355

静岡県 スマホ修理工房青　静岡パルコ店 ● 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7　静岡パルコ６階 054-903-8875

埼玉県 スマホ修理工房　浦和パルコ店 ● 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 3F 048‐611‐8523

神奈川県 iPhone修理工房　港北TOKYU　S.C.店 ● 224-0032 神奈川横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1港北 TOKYU S.C. 2階 03-3251-7770

東京都 スマホ修理工房　丸井錦糸町店 ● 130-0022 東京都墨田区江東橋3-9-10　5F 03-6659-9023

大阪府 スマホ修理工房　なんばウォーク店 ● 542-0076 大阪市中央区難波1丁目虹のまち3-5　なんばウォーク2番街北通り 06-6484-6275
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