
ベリー iPhone リペアで快適 iPhone ライフ

日本の iPhone リペアショップ iPhone Doctor と提携し、リペア担当者は、しっかりとした研修を終え、マイスター資格を取得した

専任担当者が行います。パーツの仕入れ先を厳選、日本国内のリペア業者を同品質のパーツを使用しタイ国内の iPhone ユーザーの

iPhone ライフをサポートいたします。

■液晶交換
液晶は iPhone パーツの中でも最も多い修理の原因です。

画面は損は Apple の正規保障の対象外となり、修理が高額

になります。ベリーモバイルなら安心価格で修理が可能！

安心
価格 1,890 THB~
Apple 正規修理交換対応 (iPhone5s の場合 )：約 10,500THB

■バッテリー交換
サクサク快適な iPhone もバッテリーの消耗が早くなると

ストレスの原因になります。消耗が早くなったバッテリー

を交換して、快適な iPhone ライフを取り戻しましょう。

安心
価格 2,090 THB~
Apple 正規修理交換対応 (iPhone5s の場合 )：約 10,500THB

     機種名

iPhone5/5c/5s

iPhoneSE

iPhone6

iPhone6Plus

iPhone6s

iPhone6Plus

一般価格

2,390 THB

2,890 THB

3,590 THB

4,090 THB

4,690 THB

5,190 THB

会員価格

1,890 THB

2,390 THB

3,090 THB

3,590 THB

4,190 THB

4,690 THB

     機種名

iPhone5/5c/5s

iPhoneSE

iPhone6

iPhone6Plus

iPhone6s

iPhone6Plus

一般価格

2,090 THB

2,390 THB

3,390 THB

3,390 THB

3,390 THB

3,390 THB

会員価格

1,590 THB

1,890 THB

2,890 THB

2,890 THB

2,890 THB

2,890 THB

ベリー iPhone リペアはサービス充実

■ ベリーモバイル会員優待プログラム 
ベリーモバイルご契約者様が当店の iPhone リペアサービスをご利用いただく場合には、左記

金額から 500バーツ割引 の優待価格にてサービスをご利用いただけ、代替機のお貸出も無料

でおこなえます。

■ マイスター制度で徹底した品質管理
ベリー iPhone リペアにてリペア作業を行うスタッフは厳しい社内試験をクリアし、リペアマ

イスターの資格を取得したスタッフのみなので安心です。高品質・低価格の iPhone リペアを

お試しください。

■ 修理前後の万全のチェック体制
ベリー iPhone リペアでは、修理受付前と、受付後の端末の状況確認を徹底しております。

詳細な項目の動作確認を行った後に修理作業に入るため、安心して端末を預けていただけま

す。

■ 代替機お貸出に関して
修理に預けてすぐにご予定等があり、修理端末を預けられる場合や、遅い時間でのご来店のた

め、当日修理が完了しなかった場合にも携帯電話が継続してご利用いただけるために、代替機

をご用意しております ( 有料オプション )。

■ 安心の 1ヵ月保障
ベリー iPhone リペアでは修理作業後 1ヵ月以内の修理箇所の自然故障・不具合に関して原則

無償で再度修理を行わせていただきます。

※詳細は申込書をご確認ください。

■ ご要望に合わせて新サービスが続々登場
ベリー iPhone リペアでは水没で起動しなくなった端末の持ち込みが多くあったため、それに

対応するため、徹底した準備を行い、2017 年 3月 1日より水没データ復旧サービスを開始

いたしました。気軽にお申込いただけるように完全報酬制です。

     機種名

iPhone5/5c/5s

iPhoneSE

iPhone6

iPhone6Plus

iPhone6s

iPhone6Plus

一般価格

3,790 THB

3,890 THB

4,090 THB

4,590 THB

4,090 THB

4,590 THB

会員価格

3,290 THB

3,390 THB

3,590 THB

4,090 THB

3,590 THB

4,090 THB

iPhone 水没データ復旧サービス開始！
✓成功報酬制　✓最短翌日お渡し　✓日本人対応　✓バッテリー交換費込み

※水没データ復旧サービスは、データ復旧を目的としているため、継続利用を目的としたリペアとは異なります。

タイでは雨季やソンクランに水没の故障件数が大きく増えます。その際に正規修理の場合

には交換対応となる為データは戻ってきません。ベリーモバイルでは大切なデータをお守

りするために、iPhone の水没データ復旧サービスを開始いたしました。

復元
成功 3,290 THB~ 復元不可 無料‼

・電源を入れたり、充電したりしないでください。

水没時の水分が本体内にまだ残っている可能性が高く、その

状態で充電・電源を入れるなどの作業を行った場合、基盤や、

チップなどをショートさせてしまう可能性が高く、データ復旧

の可能性が極めて低くなります。また、電源が入り操作が行え

ても時間の経過と共に腐食が進み、壊れる可能性があります。

・iPhone を振ったり、ドライヤーで乾かさないでください。

iPhone を振ることで、水分が全体に行き渡り腐食箇所が増え

る可能性があり、一度入った水は振ることで取り除けません。

ドライヤーは端末の温度が急上昇し、故障の原因となります。

下記を行わずに店頭までお持ちください。



iPhone 修理の事なら

遂に登場！日本人による日本人のための iPhone 修理

http://www.berrymobile.jp/thailand
ベリーモバイルはタイ在住日本人の為の携帯事業者です。

遂に！日本人対応のリペア事業を開始しました。

ベリーモバイルでは iPhone の正規リペア店で修理

を行う際の金額や期間に対し、多くのご意見をお寄

せいただいておりました。

街中のリペアショップと比較しても遜色のない低価

格で、高品質なサービスを提供出来ればと、iPhone

リペア事業において、日本で初めて ISO9001を取得

し、日本全国に75店舗を展開する「iPhone Doctor」

と提携し、技術とノウハウの提供を受け、日本人の

みで完結する iPhone リペア店が誕生しました。

日本で 3年以上の間 iPhone 修理事業を運営してき

た経験活かして、「ベリー iPhone リペア」の品質レ

ベルの維持・向上に努めてまいります。資格取得者

のみが作業を行うため、日本の iPhone 修理業者に

負けない品質のサービスをタイにて提供する事をお

約束いたします。

バンコクで日本人対応の iPhone 修理を！

豊富なリペアの経験で品質を保証します！

豊富なリペアの経験で品質を保証します！

お客様のためであれば、Apple 正規修理をお勧め

する場合もあります。ベリーモバイルの iPhone

リペアは iPhone を修理するだけの店舗ではなく、

日本人 iPhone ユーザーが iPhone をより快適に、

より便利に使えることを最優先に考えてサービスを

行う事をお約束いたします。

ベリーモバイル　お問合せ先

※本リーフレット記載のサービス内容、および料金などは、予告なしに変更する

ことがございますので、予めご了承ください。

※記載されている社名、サービス名は、各社の登録商標です。

※本リーフレットから許可なく転記、複写することを固く禁じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2017 年 3 月 1 日現在

a2network(Thailand)Co.,Ltd.

Tel   : 02-105-4568
Mail : support-th@berrymobile.com

689 Bhiraj Tower at Emquartier, 20th Floor Room No. 2003　Sukhumvit
Road, Klongtonnua Wattana, Bangkok 10110

日本の iPhone リペアショップ iPhone Doctor と提携し、リ

ペア担当者は、しっかりとした研修を終え、マイスター資格

を取得した専任担当者が行います。パーツの仕入れ先を厳選、

日本国内のリペア業者を同品質のパーツを使用しタイ国内の

iPhone ユーザーの iPhone ライフをサポートいたします。


