
iPhone 機種

iPhone

 ５～8plus

SE2

データ復旧（基板修理）： ¥15,000

iPad機種

iPad1/2/3/4/5/6/7/8

iPadAir/Air2

iPadmini1/2/3/4

iPod（全シリーズ）

データ復旧（基板修理）： ¥15,000

機種 基板修理

SWITCH/SWITCHライト ¥15,000

SWITCH有機EL ¥16,800

機種（サイズ） バッテリー交換 パネル交換 基板修理 バックフレーム バッテリー交換 パネル交換 基板修理 バックフレーム

Series2（38㎜、42㎜） ¥13,000 ¥13,500 ¥13,500 ¥11,000 ¥13,000 ¥18,800 ¥15,800 ¥13,500

Series３（38㎜） ¥13,000 ¥13,500 ¥13,500 ¥11,000 ¥13,000 ¥23,800 ¥15,800 ¥18,800

Series３（42㎜）

Series４（40㎜）
¥13,000 ¥18,800 ¥13,500 ¥13,500 ¥13,000 ¥21,800 ¥21,800 ¥13,500

Series４（44㎜） ¥13,000 ¥21,800 ¥13,500 ¥18,800 ¥13,000 ¥28,800 ¥23,800 ¥18,800

CPU移行よりデータ復旧

修理キャンセルの場合

USBメモリー代（HDD）

修理不可の場合

他社修理したの場合

修理不可故障

機種 型番モデル ガラス交換 液晶交換
ガラス液晶交換

セット料金
バッテリー交換

ドックコネクター

（ライトニング）

スリープボタン

（電源ボタン）

ボリュームボタン

（音量ボタン）
ホームボタン スピーカー バックカメラ イヤホンジャック

iPad Air A1474/A1475/A1476 ¥9,900 ¥11,000 ¥15,400 ¥9,900 ¥9,900 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

iPad Air2 A1566/A1567 ¥20,500 ¥20,500 ¥20,500 ¥9,900 ¥9,900 ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500

iPad Air3（2019） A2152/A2153/A2123/A2154 ¥29,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

iPad Air4（2020） A2316/A2324/A2325/A2072 ¥29,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥13,000 ¥13,500 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000

ipad1/2 A1395/A1397/A1396 ¥8,800 ¥8,800 ¥12,100 ¥9,900 ¥7,700 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

iPad3 A1416/A1430/A1403 ¥8,800 ¥8,800 ¥12,100 ¥9,900 ¥7,700 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

iPad4 A1458/A1459/A1460 ¥8,800 ¥8,800 ¥12,100 ¥9,900 ¥7,700 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

iPad5(2017) A1822/A1823 ¥11,000 ¥11,000 ¥16,500 ¥11,000 ¥11,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

iPad6(2018) A1893/A1954 ¥11,000 ¥13,000 ¥21,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

iPad７(201９) A2197/A2200/A2198 ¥11,000 ¥19,800 ¥25,000 ¥12,000 ¥11,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

iPad８(2020) A2270/A2428/A2429/A2430 ¥11,000 ¥19,800 ¥25,000 ¥12,000 ¥11,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

iPad9(2021) A2602/A2604/A2603/A2605 ¥13,500 ¥19,800 ¥25,000 ¥13,800 ¥13,800 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

iPad mini1 A1432/A1454/A1455 ¥7,700 ¥9,900 ¥13,200 ¥7,700 ¥7,700 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

iPad mini2 A1489/A1490/A1491 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600 ¥8,800 ¥8,800 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

iPad mini3 A1599/A1600 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600 ¥8,800 ¥8,800 ¥6,500 ¥6,500 ¥6,500 ¥6,500 ¥6,500 ¥6,500

iPad mini4 A1538/A1550 ¥19,800 ¥19,800 ¥19,800 ¥8,800 ¥9,800 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

iPad mini5 A2133/A2124/A2126/A2125 ¥20,900 ¥20,900 ¥20,900 ¥11,000 ¥11,000 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800

iPad mini6 A2567/A2568/A2569 ¥44,800 ¥44,800 ¥44,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

iPadPro 12.9 (2015)第１世代 A1584/Ａ1652 ¥29,000 ¥29,000 ¥29,000 ¥12,000 ¥13,200 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

iPadPro 12.9 (2017)第２世代 A1670/A1671/A1821 ¥63,000 ¥63,000 ¥63,000 ¥12,000 ¥13,200 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000

iPadPro 12.9 (2018)第３世代 Ａ1876/Ａ2014/Ａ1895/A1983 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥13,500 ¥13,500 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000

iPadPro12.9（2020）第４世代 A2229/A2069/A2232/A2233 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥13,500 ¥13,500 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000

iPadPro12.9（2021）第5世代 A2378/A2461/A2379 ¥63,800 ¥63,800 ¥63,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800

iPad Pro 10.5(2017)第1世代 A1709/A1701 ¥26,800 ¥26,800 ¥26,800 ¥12,000 ¥13,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

iPad Pro 9.7inch(2016) A1673/A1674/Ａ1675 ¥25,800 ¥25,800 ¥25,800 ¥12,000 ¥13,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

iPad Pro11　第１世代（2018） A1980/A1934/A2013/A1979 ¥29,800 ¥29,800 ¥29,800 ¥13,500 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

iPad pro11　第２世代（2020） A2228/A2068/A2230/A2231 ¥29,800 ¥29,800 ¥29,800 ¥13,500 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

iPad Pro11　第3世代（2021） A2459/A2301/A2377 ¥32,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥13,500 ¥13,500 ¥13,500 ¥13,500 ¥13,500 ¥13,500 ¥13,500 ¥13,500

iPod Touch2～４/nano4-6 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥8,800 ¥9,800 - - ¥8,000 - - -

iPod nano7、8 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥11,000 ¥11,000 - - ¥8,000 - - -

iPodVideo、Classic ¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥8,800 ¥9,800 - - ¥8,000 - - -

iPod Touch5/Touch6/Touch７ A1509/A1421・A1574・A2178 ¥14,800 ¥14,800 ¥14,800 ¥9,800 ¥11,000 - - ¥8,000 - - -

端末の状況により、バックフレーム修正必要な場合がございます。その場合は修理料金+500円～1000円（税抜）でございます。フレーム交換の場合は＋5000円から その他機種の修理につきまして、お気軽にお問い合わせください

修理途中キャンセルの場合は、料金5,500円、修理作業前キャンセルの場合は、返送送料880円のみ

16GB：2200円、32GB：3300円、64GB：4400円、128GB：5000円、256GB：7800円

（また弊社から無料でUSBメモリーを貸します。お気軽いにお問い合わせくださいませ。）

送料880円のみになります。（但し、CPU移行で修理不可の場合は、送料プラス5500円になります。）

他社で修理歴がある場合は、基本修理料金からプラス5500 円になります。（但しCPU移行必要の場合は、両方加算しません。）

モバイル通信エラー・SIM読み込まれない症状の場合は、日本電波法により基板修理ができません。（データ復旧、基板交換、WIFI故障除外）

《iPad.ipod》代行修理料金表　　　　　（税別価格）　　　　　　　　　                                                                                                　　　（ すべての料金は作業代、部品代、返送送料込みで税込価格になります）

機種（サイズ）

Series5/SE（40㎜）

Series5/SE　(44㎜）

Series6（40㎜/44㎜）

Series7（40㎜/44㎜）

基本修理料金プラス＋5500円になります(失敗の場合でも、送料880円＋5500円発生いたします）

¥8,800 ¥11,000 ¥21,000 ¥11,000 ¥9,800

AppleWatch（税込）　　　金額はケースサイズ別になっております。　　　　　　　　　　※注意：Apple Watchのデータについて、iPhoneの中に保存あります、データの心配ございません

バッテリー交換 ドックコネクター交換 液晶パネル交換 ゲームカードスロット交換 その他修理

¥8,800 ¥8,800 ¥11,000 ¥8,800 ¥8,000

¥20,000 ¥25,000 ¥35,000 上記のデータ復旧料金と同じ 25000～35000円

任天堂　SWITCH/SWITCH lite/有機EL（税別）

¥20,000 ¥25,000 ¥30,000 ¥35,000

iPadPro9.7/10.5

iPadpro12.9第１/２世代

iPad９

iPadPro12.9第3/4世代

iPadPro11第１/2世代

iPadAir3/Air4

iPadmini5

iPadpro12.9第５世代

iPadpro11第3世代

iPadmini6

iPadAir5

ストレージがいっぱいなって

iOSエラー（1110）

容量オーバーによりの

データ復旧

iPodTouch

iPhone 4S

iPhone ３世代

Android機種（相談）

iPhone・iPadデータ復旧/代行修理料金表(税別）9月　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　iPhone修理ぐんぐん緑区店

iPhone ・iPadデータ復旧・基板修理(税別）　　　　　　　　                                                                           　（ すべての料金は作業代、部品代、返送送料込みで税込価格になります）

iPhone

X/XS/XR/XSMAX

SE3

iPhone

11/11pro/11proMax

iPhone

12mini/12/12pro12proMax

iPhone

13mini/13/13pro/13proMax



iPhone・iPadデータ復旧《注意事項》

《目的》

本サービスはあくまでデータ取り出しが目的です。一時的な復旧作業のため、復旧後の端末通常使用保証は出来かねま

す。データ復旧後はお早目にデータのバックアップ及び移行をお勧めいたします。

弊社のデータ復旧率95%　「CPU移行、ハードディスク移行よりのデータ復旧可能です。」

《復旧事例》

１）水没により電源が入らない端末からのデータ復旧

２）基板損傷により画面が映らない、バック ライトが付かないなど表示不良端末からのデータ復旧

３）基板損傷によりタッチが効かない端末の復旧及びデータ復旧

《納期》

約３日～7日「往復運送時間含む」　※部品パーツ在庫切れた場合は遅れることがございます。

《注意事項》

完全成功報酬制で、修理不可（修理前キャンセル）の場合は返送送料880円（税込）のみになります。

その他費用（点検費など）一切かかりません。

※データのお渡し方法：

USBメモリに保存して端末と一緒にお渡します。データの容量によりUSBメモリ代が変わります。

　（USBメモリまたは外付HDDを同封していただく場合は、USBメモリー代は発生いたしません。また弊社から無料で

USBメモリーを借りることは可能です。）

【通常はAの方法でデータ保存します】

A：iTunesへのバックアップしたバックアップファイルをUSBメモリに入れて端末と一緒にお渡しす

（暗号化をしてバックアップを行います。）

※バックアップファイルはそのままパソコンではデータの確認はできません。他の端末へ復元をして初めて写真やアプリ

などが確認できます。

【お客様希望の場合のみB方法で対応させていただきます。】

B：カメラロール内データのみ（写真と動画）をUSBメモリに入れて端末と一緒にご返しします。

※写真はjpegやpng、動画はmov形式で保存されますのでパソコンでデータの確認が出来ます。

※基板修理成功した場合、端末お渡してから15日間の動作保証（データのバックアップ可能）になります。当店での修理

箇所のみに対する保証となります。

※但し水没・他社修理品は保証期間がございません。お早目にデータのパックアップお願い申し上げます。

※端末の故障状況により、データ及び端末の復旧が出来ない場合がございます。その場合は、修理料金0円になります

が、返送送料880円はご負担お願い申し上げます。

※基板修理をご依頼する前に、端末の状態と他社で基板修理をしたことがあるかどうかの確認をお願い申し上げます。

　他社で修理したことにより追加料金5500円になります。

※基板損傷の端末に関し、初期の症状に対し、予期せぬ他の不具合症状が突然に発生する事があります。

　修理不可の端末が返送後、不具合症状が変わったり、深刻になったりすることに関し、保証は出来かねます。

※個人情報保護法のため、データが復旧しても中身は確認できません。すべてのデータを取り出す保証はできません。

※お客様ご希望の場合は、端末復旧修理することも可能でございますが、復旧しても長く使用できる保証はございませ

ん。不具合症状が変わったり、深刻になったりすることに関し、保証は出来かねます。

※修理が始まりましたら、途中でもキャンセルは有料になります。

　修理作業途中キャンセルの場合は、キャンセル料5500円

　修理作業前キャンセルの場合は、送料880円をいただきます。

「データ復旧/基板修理サービスの流れ」

１．お客様から端末と依頼書を同梱し、弊社KANWA基板修理センターへ発送（送料元払い）

２．弊社に到着後に、端末点検、故障診断、依頼書通りに修理進めて参ります。

（依頼書内容と異なる故障がある場合は、またお見積り、点検状況など連絡希望の場合は、修理前に連絡致します。）

３．データ復旧、修理完了、返送手配致します。

（お客様に納期、修理状況など連絡致します）


