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ifcは「まち一番の技術力」をお届けします。
この度は資料のご請求、誠にありがとうございます。

埼玉県の大宮でｉＰｈｏｎｅ修理事業を初めて４年、ｉｆｃは全国に
約５０店舗展開する事ができました。

今日、非正規のｉＰｈｏｎｅ修理店は正規のｉＰｈｏｎｅ修理店に比べ
「安心感」に欠けてしまいがちです。

しかし「安心感」を感じる正規のｉＰｈｏｎｅ修理店は「近くに店舗が無い」
「修理料金が高額」等利用するにあたり様々な問題を抱えているのが
現状です。

私たちｉｆｃはそんな全国のお客様に安心していただけるよう、４年培った
「まち一番の技術力」のお届けを日々しております。

そうした自社のノウハウを活かし、ｉｆｃは業界初心者でも安心して独立開
業できる研修・加盟店制度を整えました。また、加盟後も充実した
サポートで支援・バックアップする事をお約束いたします。

私たちと一緒に「まち一番の技術力」をお届けしませんか。
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2019年1月某日
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会社概要
会社名 アイエフシー株式会社

本社
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-209
グランディー桜木ビル2Ｆ

設立 平成26年9月17日

資本金 9,000,000円
代表取締役 陳 娟

事業内容

通信機器修理 FC本部
通信機器の修理
通信機器の買取販売
オンライン決済システム事業
格安SIM販売
携帯アクセサリー開発・輸入・販売・卸
HP制作
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iPhone使用実態調査
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iPhone

70%

Android等

30%

日本における

スマートフォンのOSシェア率

引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000034654.html

しかし正規の修理店が少ない
地方のiPhoneユーザーの方は
気軽に修理を依頼する事が

できません。

日本人の

約70% は
iPhoneを使用しています



スマホを壊した
経験のある人の

約 %の方は
修理を経験していますした

59%

しなかった

41%

壊れたスマホの

修理を……

スマートフォン修理の需要について
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引用元:https://iphone-mania.jp/news-199726/

買い替えよりも修理を
選択する方が半数以上。

物を大切にする日本だからこそ
iPhone修理の需要は高いと

言えます。



ガラス割れパネル

68%

バッテリー

25%

その他

7%

iPhone修理依頼の内訳（ifc）
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修理依頼の 約70% はパネル修理

電池交換の件数も大幅にアップしてます。



スマートフォン修理店が選ばれるのは?
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その場で 即修理 が最大の魅力
キャリアショップでの修理依頼をする方が多いですが
「事前予約できる事」
「その場で修理」
「データを残した状態で修理ができる」
「料金が安い」等… … 。
修理店のメリットが多くの方に理解され需要が高まってます。



全国に広がるifc
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おかげさまで
全国52店舗展開中

※2019年1月現在時点

直営店:14 店舗

加盟店:38 店舗

北 海 道

岩手県 盛岡店
宮城県 仙台泉大沢店
福島県 MAXふくしま店
福島県 いわき鹿島店
福島県 郡山新さくら通り店
福島県 郡山店

北海道 MEGAドンキ・ホーテ函館店

栃木県 足利市駅前店
埼玉県 ALCo越谷店
埼玉県 フレンド フレスポ八潮店
埼玉県 草加八潮店
埼玉県 日高店
埼玉県 本庄上里店
埼玉県 MEGAドン・キホーテ北鴻巣店
埼玉県 所沢PARCO店
埼玉県 大宮店（本社）
千葉県 バイヤーズ店
千葉県 千葉四街道店
千葉県 柏店
千葉県 津田沼PARCO店

東京都 フレンド神田店
東京都 青梅店
東京都 足立北千住店
東京都 立川店
東京都 MEGAドン・キホーテ武蔵小金井店
東京都 MEGAドン・キホーテ新宿店
東京都 花小金井店
神奈川県 茅ヶ崎店
神奈川県 湘南モールフィル店
神奈川県 アミューあつぎ店
神奈川県 中央林間東急スクエア店

石川県 金沢大学前通り店
石川県 金沢店（西口）
山梨県 山梨笛吹店
⾧野県 mobile shop core⾧野店

北 陸 ・ 甲 信 越

岐阜県 高山店
静岡県 富士店
静岡県 袋井店
愛知県 Vision江南駅前店
愛知県 豊橋新城店
愛知県 新安城店
愛知県 名古屋本店

大阪府 上本町ハイハイタウン店
兵庫県 兵庫店

近 畿

岡山県 岡山円山店
岡山県 岡山真庭店
徳島県 阿南店

福岡県 小倉店
福岡県 福岡西・佐賀店
福岡県 福岡飯塚店
⾧崎県 西日本佐世保北店
鹿児島県 コムショップ薩摩川内店

九 州

東 北

関 東

東 海

中 国 ・ 四 国



ifc加盟のメリット
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在庫コストがかかりません
• 最低必要な分だけ在庫確保しておけば
OK!
修理パーツの在庫を沢山持つ必要があ
りません。
リスクを最小限に抑えることが可能です。

必要な資格はありません
 iPhone修理を行うために必要な資格

はありません。
いつでも始められます。

開業コストが安価で済みます
• 1坪から2坪程度の修理スペースが有れ

ばOK!

• 既存のお店があればその１画を修理ス
ペースにでき、工具・修理用部品といった
最小限の準備で開業が可能です。

• 既存のお店が無い方は、ifcが店舗をかま
える物件を一緒にお探しします。

充実した研修

• 10万台以上の修理実績をもとに構築し
た研修内容をご用意しております。

• 業界初心者の方でも安心し店舗を運営
する事が出来ます。

• またifcではiPad・iPodの修理技術の
取得も可能。



いつでも閲覧可能な修理マニュアル
 ifcオリジナルの修理マニュアル・修理手順動画は会員制の専用サイトからいつでも閲覧可能です。

Web集客サポート
• Web集客について初めての方にも安心していただけるよう、本部のWeb事業部がサポートいたします。

• 本部サイトに掲載する店舗ページの簡単な修正

（修理料金や文言の修正や簡単なバナーの作成等）もお任せください。
（クオリティの高いバナーの作成や大幅な改修さらに詳細なアドバイスは月々の掲載料9,800円に加え別途料金を請求いたします。）

充実したifcのサポート
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修理相談サポート
 本部の修理専門スタッフが365日お電話にてサポート!※10:00～20:00まで

郵送修理サポート
• 自店で修理出来ない端末は郵送にて本部がサポート修理!

(修理費は本部修理価格で請求させていただきます。)



格安SIM販売 基板修理
水没データ復旧

中古携帯買取
中古携帯販売

アクセサリー販売 iPad・iPodの
修理研修

総務省登録
修理事業者制度

登録事業者

競合他社様との差別化
これまで修理事業の実績を活かし

信頼と信用と安心をモットーに
競合他社様との差別化を強化し集客を支援いたします。

11



パーツについて
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パーツは「再生品」もしくは「代替品」の2つから選択できます。

再生品
• Apple社の純正部品をリプレイスしたパーツになりクオリティは高いですが価格も高くなります。

代替品
• あくまで同等品になる為価格は安くなります。オリジナルに比較し若干液晶の光量などが

下がって見える等、クオリティが低くなってしまう場合があります。

パーツの配送について
パーツは1個より専用サイトからご注文頂けます。

ただし1回につき5万円以上ご発注頂いた場合は送料は本部負担となります。

また、13時までにご発注頂ければ最短１営業日でお届けいたします。
※ifcパーツセンター定休日(日曜日・水曜日) ifcパーツセンター営業時間(10:00～19:00)

※道路状況パーツの仕入れ状況等により到着が遅れる場合がございます。

ifcは加盟店様の方で修理代金を自由に設定していただくシステムです。



初回コスト 約120万円（税別）

選べるプランのご案内
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加盟金90万円プラン
 加盟金 90万円（税別）

 初期部品代 約30万円（税別）
 毎月のロイヤリティー 税別売上100万円まで 4万円 / 月

税別売上100万円以上 売り上げの 4% / 月

 レジシステム管理料 1.5万円 / 月…等

加盟金0円プラン
 加盟金 ０円

 商品取引保証金 40万円（税別）※40万円は預かり金です

 初期部品代 約30万円（税別）
 iPhone研修費 5万円※追加研修(iPod・iPad・Android等)各5万円

 毎月のロイヤリティー 税別売上50万円まで 4万円 / 月

税別売上50万円以上 8% / 月

 レジシステム管理料 1.5万円 / 月…等

研修費その他費用が
加盟金の中に

含まれている
プランです

研修費その他費用が
加盟金の中に

含まれている
プランです

研修費その他費用が
加盟金の中に

含まれている
プランです

研修費その他費用を

必要に応じて
お支払いする

プランです

研修費その他費用を

必要に応じて
お支払いする

プランです

研修費その他費用を

必要に応じて
お支払いする

プランです

初回コスト 約70万円（税別）

※初期部品代により変動いたします。
※別途ロイヤリティー等毎月かかる費用が発生します。

※初期部品代により変動いたします。
※別途ロイヤリティー等毎月かかる費用が発生します。



平均客単価（弊社T店の場合）

平均客単価
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※店舗家賃・人件費・ロイヤリティ・その他費用含めず

約 円

月間売上 200万円

iPad修理 iPod修理

端末買取
アクセサリー

販売

iPhone修理

平均来客数 350人

来客数



ご契約までの流れ

最短15営業日で開業可能です。
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加盟相談

加盟についてより詳しく
担当営業より詳細を

ご説明させていただきます。

代表面談

加盟の意思が決定しましたら
代表者の方と打ち合わせを

させていただきます。

物件診断
確定

店舗をかまえる物件を
一緒にお探しします。

加盟契約
締結

加盟の契約書を交わし
契約を締結します。

初期研修

本部にて3日間
研修を行います。

営業開始

ifc加盟店としてOPENです。



日 程 時 間 概 要

1日目

10:00~
12:30

座学
研修

店舗の運営方法を資料やweb等を使用してご説明
いたします。

13:30~
18:00

実技
研修

iPhone6を使い基本的な分解、組立を徹底的に研
修します。

2日目 終日 実技
研修

一番修理依頼の多いiPhone7、iPhone8の画面
交換、バッテリー交換を研修します。その後、基盤交
換など応用編を研修していきます。

3日目

10:00~
16:00

実技
研修

最新機種の修理について研修します。質疑応答、これ
までのおさらいなど開業にあたり不安を取り除いて実
技研修は終了します。

16:00~
18:00

座学
研修

最後は店舗を運営するに必要なノウハウをレクチャー
し３日間の研修は終了します。

初期研修の流れ

16開業後も研修担当が皆さんをサポートします。



連絡先
この度は資料のご請求、誠にありがとうございました。

ご不明な点やご質問等ございましたら、いつでもお問い合わせください。
社員一同、お待ちしております。

連絡先 アイエフシー株式会社本部

担当 楠原 真一 / KUSUHARA SHINNICHI

住所
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-209
グランディー桜木ビル2F

営業時間 10:00～20:00
TEL 048-782-9579
FAX 048-782-9573
MAIL info@iphonefc.net

17


