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i P h o n e  D o c t o r

な ら
選 べ る ４ タ イ プ

加盟店派 ?自社ブランド派 ?
あなたはどちら？
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https://twitter.com/iPhoneDoctor_PR
https://www.instagram.com/iphonedoctor_pr/
https://twitter.com/iPhoneDoctor_PR
https://www.instagram.com/iphonedoctor_pr/


W E L C O M E !
修理技術研修をご検討の方へ

弊社は、国内外のiPhone修理のショップ運営、iPhone修理の講座運営を行っており、

iPhone 修理の代理店・加盟店を随時募集しております。

iPhoneのフロントパネル交換、バッテリー交換、各種ケーブル交換などの技術面の教育はもちろん、

お客様対応の方法までiPhone修理事業をはじめるための全てを学ぶことができます。

高収益で話題の『iPhone修理サービス』を、職業として、また新たなサービスメニューとして

取り入れてみてはいかがでしょうか。
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https://www.iphonedr.jp/


事業案内
早急な対応と大事なデータを残したままで修理が可能なリペア
事業は大きな需要があります
Appleストアでの修理は端末新品もしくは整備品と交換する
もので、手元に戻るまでに時間がかかります
また、２坪程度の小スペースで開業可能な事も魅力の一つです
的確な店舗設置と設置地域に合わせたサービスで確実な利益を
狙います

https://www.iphonedr.jp/


i P h o n e修理の需要 そ の 一

4

スマートフォンの修理はアニメ、音楽、カフェと肩を並べる巨大市場！！

2018年上期のメーカー別出荷台数シェア1位はAppleで、総出荷に占める
シェアは41.6％。2位はシャープ、3位は富士通、4位はソニーモバイルコ
ミュニケーションズ、5位は京セラの順となる。

修理内容で一番多いのは“フロントパネル”
iPhone Doctor なら、基盤修理の工場があるので、
水没やCPU破損も楽々修理！安心して修理に望めます。

2008

2009

2010 

2011

2020 

2012 

2013 

2014 

2015 
・・・

スマートフォン修理市場

4000億円 到達！！

iPhone国内出荷台数と契約者数は伸び続け、2020年の修理市場予測は

なんと！！4,000億円！！

メーカー別出荷台数

富士通

京セラ

ソニー

シャープ

その他

APPLE

フロントパネル
４３％

水没修理
１８％

その他
３％

各種ケーブル修理
１３％

バッテリー
交換６％

液晶交換
１７％

https://www.iphonedr.jp/


i P h o n e修理の需要 そ の 二
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APPLEの保証は使えるが、戻るまでに1週間ほどかかる。

さらに、混雑時の受付予約は1週間～2週間待ち。

APPLE修理
iPhone Doctor では、総務省 登録修理事業者として運営する

ことが可能なので、お客様も安心！

街の iPhone修理店

修理依頼方法
修理時間
iPhone内のデータ
水没修理

：持込/郵送
：約一週間
：全て削除
：対応不可

修理依頼方法
修理時間
iPhone内のデータ
水没修理

：持込/郵送
：最短20分～80分
：そのまま
：対応可能

https://www.iphonedr.jp/
https://www.iphonedr.jp/


新店舗設置
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設置個所に合わせた価格帯や営業方法を、徹底的に調査し地域に密着したサービスを提案。

地域に合わせた集客を一緒に考えましょう！

調査・集客支援1

専門家による研修で、間違った判断や無駄な修理が発生しないよう、全機種の実機を使用した細やかな実技

研修を実施。

お客様の満足度が大切であり、利益につながることを共感してもらえる教育内容。

研修2

設置後も、売上の分析とアドバイス、的確な軌道修正により、利益の増加をサポート。

技術面でも、電話・メール・グループ内限定ツールでサポートいたします。

アフターフォロー3

https://www.iphonedr.jp/


私たちの強み
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総務省 登録修理事業者 制度

◆ 総務省 登録修理事業者 制度の導入済み

◆ 加盟された際には、iPhone Doctor の支店となり

総務省 登録修理事業者として運営することが可能

厳選された部材の供給

◆ 中国の工場と直契約をしている為、高品質な部

材を低価格で提供

HP・販促物の制作

◆ iPhone Doctor HP内に店舗ページを設置

◆ 常駐デザイナーにより、HPのデザインやキャン

ペーンバナー、その他販促に必要な物は何でも創

ります

自由な経営が可能

◆ 各店舗におけるサービス内容も価格設定も決まり

はありません

◆ 営業スタイルは。出張・無店舗経営等自由

https://www.iphonedr.jp/
https://www.iphonedr.jp/license/
https://www.iphonedr.jp/license/
https://www.iphonedr.jp/license/


私たちだからできること
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国内にデータ復旧店舗『iPhone Doctor’s Factory』

があるので、店舗で受付・各店舗HPから申し込みを

受けるだけで１件につき数千円～２万円の利益が見

込めます

データ復旧サービス

劒物厳選の工場と提携！！

店舗受付と工場との連絡だけで、1アイテムにつ

き3,000円の利益が出ます。

革布製品ガラスコーティングサービス

簡単な作業で利益率８０％の利益が見込めるパネ

ルガラスコーティングを導入。溶液は使い切りタ

イプで簡単保管。

◆iPhone Doctorグループの店舗様は加盟店費用

なしでHP掲載が可能

https://www.glasscoat-smilegx.com/

ガラスコーティング Smile GX

無店舗経営始めませんか？コワーキング協会を通

じて提携しているコワーキングスペースのご案内

が可能です。

◆Coworking Space でお仕事をされる場合、家

賃は月3万円～可能

無店舗経営

https://www.iphonedr.jp/
https://www.glasscoat-smilegx.com/


O P E Nまでのスケジュール
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お問合せ 研修日程調整 契約締結

研修 HP/販促物/部材準備 OPEN

ご質問や詳しいお話を

しましょう

電話・メール受付

相互調整の元、

10:00-17:00を２日間

の日程確保を調整

必要書類と合わせて契

約書の締結を行います

２日間しっかり技術・

対応を学んでいただき

ます

心を込めてご希望に合

わせたものをお創りし

ます

店舗OPEN！

不安な事は何でもお聞

きください！

私たちは、この業界を一緒に盛り上げていける
方を探しています。
残念ながら、こちらからお断りさせていただく
場合もございますのでご了承くださいませ。

あなたのやる気で価格交渉O.K. !!
また、ご自分の事業を売り込んでい
ただいても結構です。
加盟店プランでなかったとしても、何か一緒に
できるかもしれないビジネスの可能性を楽しみ
にしております。

株式会社ワイズアイティ
代表取締役 劒物 ひかる

OPENまで不安なこともあるかもしれませんが、
一つ一つ確実に準備すれば大丈夫です。
私たちがサポートいたしますので一緒に準備
しましょう！

ＨＰはお好きな色や雰囲気をヒアリ
ング、販促物も色々なものを提供し
ます。

https://www.iphonedr.jp/


研修コースのご案内
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ブランド乗り換えプラン

●

●

✖

●

●

￥150,000（税別）

●

●

●

￥0（税別）

修理/対応マニュアル

研修/ iPhone修理工具

加盟店Webページ制作

販促ツール制作

ＳＥＯ対策 /リスティング広告

技術提供・サポート

顧客管理ツール

月々の加盟店費用

初期費用（加盟＋研修）

加盟店プラン

●

●

●

●

●

￥0（税別）

●

●

￥390,000(税別)

●

￥10,000（税別）

￥0（税別）

ブランド乗り換え

０円プラン

●

✖

●

●

●

●

●

●

自社ブランドプラン

●

●

✖

✖

✖

￥0

✖

￥350,000（税別）

●

✖本書P.８記載サービス４点

https://www.iphonedr.jp/


他社比較
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iPhone Doctor

総務省 登録修理事業者制度

登録料 無料

ロイヤリティ

契約期間

更新料

月額加盟費

Ａ社 B社 Ｃ社

1年

無し

無し

7%

修理価格 自由！

保証金 無し！

修理以外のサービス 有り！

ロイヤリティ

契約期間

更新料

月額加盟費

1年

無し

有り

無し

修理価格 統一

保証金 有り

修理以外のサービス 無し

ロイヤリティ

契約期間

更新料

月額加盟費

無し

無し

有り

20%

修理価格 統一

保証金 無し

修理以外のサービス 無し

ロイヤリティ

契約期間

更新料

月額加盟費

1年

無し

有り

10%

修理価格 自由

保証金 有り

修理以外のサービス 無し

総務省 登録修理事業者制度

登録料 有料

総務省 登録修理事業者制度

登録料 有料

総務省 登録修理事業者制度

登録料 無料

iPhone Doctor では、初期費用にショッ
プカード500枚・のぼり2枚・ポスター
10枚が入っています！

https://www.iphonedr.jp/
https://www.iphonedr.jp/license/
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リペア業をもっと身近で便利なものにしたい

お客様に寄り添ったストレスなく修理を受けて頂きたい

iPhone Doctorスタッフの自由と充実するためのライフス

タイルを応援したい

V I S I O N

https://www.iphonedr.jp/


〒101-0041

東京都千代田区神田須田町一丁目26番

ラシーヌ神田７F

ＴＥＬ：０３－６２０６－８８２６

ＦＡＸ：０３－６２０６－８６２８

株式会社ワイズアイティ

設立

資本金

お問合せ

ＵＲＬ

代表取締役

取得資格

2006年8月28日

3,000万円

info@wiseit.co.jp

https://www.wiseit.jp/

劒物 ひかる（Hikaru Kenmotsu）

古物商許可 第305501505193

総務省 登録修理業者
(電気通信事業法：T000047 / 電波法：R000047)

朝日信用金庫
三井住友銀行
三菱ＵＦＪ銀行

取引銀行

Company Profile

https://www.iphonedr.jp/
https://www.wiseit.jp/
https://tayori.com/form/381d33bb675a19deb8050045f9f6ce2c99b2bf4c
https://www.wiseit.jp/


ご連絡は下記からお願いします

＜お問合せ iPhone Doctor 運営本部＞

TEL：0120-53-7076

MAIL：support@iphonedoctor.jp

＜価格交渉 株式会社WISE IT＞

TEL：03-6206-8826

MAIL：info@wiseit.co.jp

THANK YOU!

https://www.iphonedr.jp/
https://www.iphonedr.jp/
mailto:support@iphonedoctor.jp
https://www.wiseit.jp/
mailto:info@wiseit.co.jp?subject=【価格交渉・その他%20問い合わせ】

