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各位 

株式会社ゲオホールディングス 

 株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：遠藤結蔵）の子会社、

株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：吉川恭史）は、2017年7月21日（金）よ

り、全国のゲオショップ、ゲオモバイルの33店舗で展開している iPhone格安修理の価格を全面的に見直

し、値下げを実施します。 

 

 値下げは、iPhone 5sのバッテリー修理を5,800円から4,800円に、iPhone 6sのフロントパネル修理

を 24,800 円から 11,800 円にするなど、値下げ額は 1,000 円から最大 13,000 円です。また、同日より 8

月 31 日（木）までの期間限定で、事前ネット予約受付して来店された方を対象に、値下げ後の価格から

一律で1,000円割引く「夏休みキャンペーン」を実施します。（※修理価格は全て税抜） 

 

 ゲオの iPhone格安修理は、総務省「登録修理事業者制度」において総務大臣の登録を受け、2016年に

iPhone 6の1機種からスタートし、2017年2月に iPhone 5s 、iPhone 6Plus 、iPhone 6sを追加し対

象を4機種に拡大しました。同年4月末からは、事前ネット予約の受付を開始し、6月末時点のネット予

約数は修理案件全体の約3割に達しています。 

 今回の価格改定および「夏休みキャンペーン」は、ネット予約の好調を受け実施するもので、ユーザー

の利便性を、より一層高めることを目的としています。 

 

■改定価格について 

次ページ一覧表ご参照 

 

■iPhone格安修理「夏休みキャンペーン」について 

内 容：事前ネット予約後に来店し修理された方を対象      

     に、修理価格（税抜）を一律で1,000円割引 

期 間：2017年7月21日（金）〜8月31日（木） 

実施店舗：次ページ以降の店舗一覧ご参照 

 

■iPhone格安修理事前ネット予約URL 

https://rp.geo-mobile.jp/ 
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ネット予約で、さらに 1,000 円割引く「夏休みキャンペーン」も 
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■価格改定一覧（2017年7月21日現在）       （単位：円） 

修理項目 
iPhone 5s iPhone ６ 

旧価格 新価格 値下額 旧価格 新価格 値下額 

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ修理 9,800 7,800 -2,000 12,000 8,800 -3,200 

ﾊﾞｯﾃﾘｰ修理 5,800 4,800 -1,000 7,500 5,800 -1,700 

ﾘｱｶﾒﾗ修理 6,800 5,800 -1,000 7,800 6,800 -1,000 

ﾘｱｶﾒﾗｶﾊﾞｰﾚﾝｽﾞ修理 − − − 6,800 5,800 -1,000 

ｲﾝｶﾒﾗ修理 6,800 5,800 -1,000 7,800 6,800 -1,000 

ﾎﾞﾀﾝ修理(電源ﾎﾞﾀﾝ) 6,800 5,800 -1,000 7,800 5,800 -2,000 

ﾎﾞﾀﾝ修理(音量ﾎﾞﾀﾝ) 6,800 5,800 -1,000 7,800 5,800 -2,000 

ﾎﾞﾀﾝ修理(ﾏﾅｰﾎﾞﾀﾝ) 6,800 5,800 -1,000 7,800 5,800 -2,000 

ﾎﾞﾀﾝ修理(ﾎｰﾑﾎﾞﾀﾝ) 6,800 5,800 -1,000 7,800 5,800 -2,000 

音声ﾊﾟｰﾂ修理 6,800 5,800 -1,000 7,800 5,800 -2,000 

水没修理 13,000 9,800 -3,200 14,000 10,800 -3,200 

水没修理(ﾊﾟﾈﾙ修理有) 20,840 18,800 -2,040 23,600 19,800 -3,800 

水没修理(作業賃) 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 

           （単位：円） 

修理項目 
iPhone 6Plus iPhone 6s 

旧価格 新価格 値下額 旧価格 新価格 値下額 

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ修理 16,800 11,800 -5,000 24,800 11,800 -13,000 

ﾊﾞｯﾃﾘｰ修理 7,800 6,800 -1,000 9,800 6,800 -3,000 

ﾘｱｶﾒﾗ修理 7,800 6,800 -1,000 8,800 6,800 -2,000 

ﾘｱｶﾒﾗｶﾊﾞｰﾚﾝｽﾞ修理 6,800 5,800 -1,000 6,800 5,800 -1,000 

ｲﾝｶﾒﾗ修理 7,800 6,800 -1,000 8,800 6,800 -2,000 

ﾎﾞﾀﾝ修理(電源ﾎﾞﾀﾝ) 7,800 5,800 -2,000 8,800 5,800 -3,000 

ﾎﾞﾀﾝ修理(音量ﾎﾞﾀﾝ) 7,800 5,800 -2,000 8,800 5,800 -3,000 

ﾎﾞﾀﾝ修理(ﾏﾅｰﾎﾞﾀﾝ) 7,800 5,800 -2,000 8,800 5,800 -3,000 

ﾎﾞﾀﾝ修理(ﾎｰﾑﾎﾞﾀﾝ) 7,800 5,800 -2,000 8,800 5,800 -3,000 

音声ﾊﾟｰﾂ修理 7,800 5,800 -2,000 8,800 5,800 -3,000 

水没修理 14,000 10,800 -3,200 15,000 11,800 -3,200 

水没修理(ﾊﾟﾈﾙ修理有) 27,440 22,800 -4,640 34,840 22,800 -12,040 

水没修理(作業賃) 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 

 

 

■iPhone修理取扱店、計33店舗 

エリア 店舗名 住所 

北海道 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ札幌狸小路4丁目店 北海道札幌市中央区南二条西4丁目9番地2 

ｹﾞｵ札幌手稲店 北海道札幌市手稲区前田六条13丁目1番15号 

ｹﾞｵ札幌環状通東店 北海道札幌市東区北十四条東15丁目3番10号 

ｹﾞｵ函館昭和店 北海道函館市昭和3丁目24番18号 

ｹﾞｵ旭川大町店 北海道旭川市大町二条8丁目77番地の2 

ｹﾞｵ苫小牧新生台店 北海道苫小牧市双葉町1丁目22番 

関東 
ｹﾞｵ笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美143番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ川口樹ﾓｰﾙ店 埼玉県川口市栄町3丁目10番16号 吉田ﾋﾞﾙ 1F 
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エリア 店舗名 住所 

関東 

ｹﾞｵ大宮駅前店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目5番地4 中西ﾋﾞﾙ 1F 

ｹﾞｵﾌﾚｽﾎﾟ八潮店 埼玉県八潮市大瀬1丁目1番地3 

ｹﾞｵ草加新田店 埼玉県草加市旭町1丁381番地1 

ｹﾞｵ富里店 千葉県富里市七栄575番地 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙｱｷﾊﾞ店 東京都千代田区外神田1丁目14番1号 

ｹﾞｵ中野ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ店 東京都中野区中野5丁目52番15号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ渋谷ｾﾝﾀｰ街店 東京都渋谷区宇田川町28番14号 竹内ﾋﾞﾙ 1F･B1F 

ｹﾞｵ池袋北口店 東京都豊島区西池袋１丁目29番14号 ｵﾘｴﾝﾄ池袋 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目1番1号 三上ﾋﾞﾙ 

中部 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ名古屋大須万松寺通店 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番24号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ名古屋大須新天地通店 愛知県名古屋市中区大須3丁目20番12号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ名古屋栄森の地下街店 愛知県名古屋市中区栄3丁目5番12号 森の地下街中央一番街18番 

ｹﾞｵ金沢御経塚店 ※ 石川県野々市市御経塚5丁目62番地 

近畿 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ京都新京極店 京都府京都市中京区新京極通蛸薬師下る東側町535番地 

ｹﾞｵ大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目11番1号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙなんばｳｫｰｸ店 大阪府大阪市中央区千日前1丁目 虹のまち5番5号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ大阪駅前第3 ﾋﾞﾙ店 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号 大阪駅前第3 ﾋﾞﾙ B2F 

ｹﾞｵくらわんか枚方店 ※ 大阪府枚方市池之宮1丁目2番12号 

ｹﾞｵ八尾店 ※ 大阪府八尾市東本町4丁目2番50号 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ神戸三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目9番3号 ｳｴｽﾄﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 1F 

九州 

ｹﾞｵﾓﾊﾞｲﾙ博多駅筑紫口店 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番28号 博多偕成ﾋﾞﾙ 1階 

ｹﾞｵ福岡博多口店 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号 

ｹﾞｵ福岡西新店 福岡県福岡市早良区西新4丁目8番20号 

ｹﾞｵ北九州中津口店 福岡県北九州市小倉北区中津口2丁目2番16号 

ｹﾞｵ那覇新都心店 沖縄県那覇市おもろまち4丁目3番22号 

※印の店舗は7月24日（月）より修理業務を開始します。 

 


