
iPhone出張修理スタッフ
「iKeeper（アイキーパー）」ビジネス

株式会社あいりぺ
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会社概要



設立 2014年11月２０日

所在地 東京都新宿区新宿5-15-14INBOUND LEAGUE502

資本金 5,490万円（株主構成：CVC3社、エンジェル投資家７名）

主な事業 ・iPhone出張修理　マッチングサービス「あいりぺ」
・電子機器の修理・販売・相談店「あいりぺストア」（東急ハンズ渋谷店出店）

業務提携/委託 
（実績） ・湘南美容クリニック　・ベネフィット・ワン　・NTT docomo   ・東急住宅リース　・東急ハンズなど

所属団体
・一般社団法人シェアリングエコノミー協会　シェア会員
・一般社団法人リペアエコノミー協会　正会員（※あいりぺが委託運営）

受賞等
・TechCrunch2017 ピッチバトルファイナリスト
・IVS Launch Pad2017 Kanazawa 出場
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会社概要



4

「修理」を通じて、より良い豊かな未来を創造する
～ Creating a better, more prosperous future through “Repair”. ～

ミッション



5河合晴輝（Kawai Haruki）
・３９歳（兵庫県出身）
・大手飲食業界にて店長/エリア店長/SV経験
・人事部にて「教育、研修」「労務管理」10年経験
・社会保険労務士　有資格者

幼少期より機械いじりが好きで独学で電子工学知識を
習得。２０１０年より友人からiPhone４の画面修理
依頼を受け、独学で修理方法を確立し修理を行なって
から趣味としてiPhone３００台以上修理し、起業。
現在は、ドローンやOculus Go、aibo、ゲーム機等の IoT製品
全般の修理も行う。

９年目のメカニックエンジニア

代表プロフィール
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あいりぺとは

説明動画はQRを読み取ってください
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あいりぺの特徴

便利な「出張」修理

自分のライフスタイルに合わせて
お近くのカフェや飲食店、会社の

会議室など小さなテーブルさえあれば、
修理場所はどこでも構いません。
都合の良い場所へ出張修理スタッフが
伺い修理する「出張修理」スタイル。
完全予約制ですので、待ち時間もなく
修理にかかる時間は、20～40分程度
ですのであっという間に終わります。

対面修理

スマートフォンには、写真やSNS
連絡先、会社の機密情報など
見られたくない情報が

詰まっているので、預けるのは
正直少し不安ですよね。

あいりぺの出張修理スタッフが行う
修理は、安心していただけるよう
お客様の目の前で行います。

独自の生涯保証

スマートフォンを修理後
交換した部品に初期不良のような
不具合が発生した場合は

再度新しい部品に無料で交換します。
そして、この保証期間に期限は

ありません。
厳選した部品と修理技術に

自信と責任を持ち、安心して修理を
任せていただけるよう
日々取り組んでおります。



安心・安全への取り組み
あいりぺの出張修理サービスは、内閣官房IT総合戦略室が取り決めたガイドラインを基に
シェアリングエコノミー協会が設定した自主ルールに適合している「認証マーク」を
取得しております。

この「認証マーク」を取得するには、お客様の個人情報保護や
事業の適法性などについて多岐にわたり、外部の有識者・弁護士
などが厳しい審査を行い、お客様が安心・安全に利用できる
ことが担保されたサービスであることが、客観的に証明された
場合に取得できる認証マークです。

なお、総務省の登録修理業者制度への登録は、「出張」形態の
サービスでは登録ができない制度であるため、「登録をしていない」
のではなく「登録ができない」状況なので、本認証マークを取得しております。 8



出張修理スタッフ
出張修理サービスの提供

手数料（売上の約15％）

お客様

修理リクエスト

ビジネスモデル

部品・技術の提供

あいりぺは、お客様（画面割れなどのiPhoneを修理したい人）とiKeeper（アイキーパー：
出張修理スタッフ）をウェブサイトでマッチングし、出張修理を提供するスキルシェアリング
サービスです。

生涯保証

修理リクエスト（予約）
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修理市場について
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スマホ修理の市場について
総務省は、2019年中に下記の取り組みおよび法改正を行うことを決めており、結果、携帯端末
の割引サポートがなくなり、「携帯端末の中古流通量が増加」することにより、今までの
ように容易に買い替えができなくなってしまう。
そうなると1つの端末をより長く使い続けなければならず、「スマホ修理」という市場は
現在の500億円から1,500億円まで拡大すると見込まれている。

2019年中に行われる国の動き（電気通信法の改正有）
・「携帯端末」と「通信」を完全に分離し、月々サポートなど2年（4年）縛りの契約をする
　　代わりに端末代金を割り引くことを禁止

・キャリアが買い取った携帯端末の海外への流通・販売禁止（国内流通の義務化）

・中古端末のSIMロック解除の義務化 2019年9月より義務化済み

3月5日に電気通信事業法の改正案を閣議決定、10月1日施行
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スマホ修理の市場について（参考資料）

※日本経済新聞より引用

※総務省ガイドラインより引用
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Appleの認定修理拠点の拡大
Appleは、2019年8月29日に、保証期間の過ぎたiPhone・iPadの修理を第三者でも
｢独立系修理プロバイダ（Independent Repair Provider（IRP）」プログラムに参加できるよう
に認定修理事業者を拡大すると発表しました。

すでに米国では開始され「Best Buy」全店（約1,000店舗）で拠点が拡大されており、全世界
へ順次展開していくと公表しております。

このプログラムに合格すると、修理マニュアルや診断ツール、純正の交換用部品、工具の提供
があり、iPhoneのシェア率の高い日本にも近い将来展開されることは確実です。

その際、あいりぺはiPhone出張修理分野でトップであるとともに、このプログラムに参加し
さらなるiPhone・iPadユーザーの修理（アフターサービス）に力を入れていきます。
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なぜ「修理」なのか？
リペア（修理）は、リユース（製品の再利用）、リサイクル（素材の再利用）、リファービッシュ
（部品の再利用）と異なり、購入者（User）の手元で完結する為、最も効率がよく循環経済の根幹を
担っております。
今後、使い捨てを前提としない新しい経済「リペアエコノミー（修理経済）」の普及が、将来の日本に
おいて、経済発展を支える一つの概念・仕組みになることは「雇用創出」「環境保全」、何より持続
可能な社会への革命的行為となり得ると確信しているからです。
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iKeeperビジネスについて
（アイキーパー：出張修理スタッフ）
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iKeeperビジネスについて
あいりぺのiKeeperは、現在全国に４０名在籍して
おり、ライセンス契約を締結した個人事業主として
活躍しています。

そして、iKeeperたちはiPhoneの出張修理だけでな
く今後必要とされるIoT（Internet of Things：もの
のインターネット）製品の出張設置・アフターサー
ビスも行います。

あいりぺは、今後iKeeperのネットワークを全国に
張り巡らせ、様々な出張業務を行なっていきます。



資格・研修
オンラインによる通信講座にて

専門的なスキルを習得

副業サポート
出張修理依頼のない時の収入源を

サポートします

サポートライン
現場で問題が発生した場合は
本部でバックアップします

最高の部品と工具
厳選した部品と工具を用意し
初期不良があれば無料で交換

保証
万が一、お客様のiPhoneを壊し
てしまっても、本体交換費用の
全額本部で保証します

設置・設定業務の提供
iKeeperは、iPhone出張修理以外

の、IoT/ICT製品の出張設置/設定
業務も行い事業の安定をサポート

費用
初期費用は25万円と非常に安
価。修理に必要な工具などの
キットを提供します。

専用ウェブアプリ
修理リクエストの管理/発注/シフト登
録などの機能は全てウェブアプリに

集約

iKeeperサポートシステム



Awards Wining
34

Life Ward
78

Solving Problems and Keeping Clients 
HappyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in tortor in urna 
pulvinar blandit. Aliquam dolor nulla, interdum non quam ac, ultricies porttitor 
tellus. Vivamus vitae vestibulum mauris. In ut congue arcu. In lectus nibh, ultricies 
a elit ac, laoreet dictum nulla creativity.

Fan Likes
84ビジネス開始までの流れ
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①iKeeper申込、身分証明書の提出
②３～５営業日以内に、弊社で一定の審査を行い、合否をご連絡いたします
③合格の場合は、クラウドサインによる契約締結と請求書を発行いたしますので
　登録金を弊社指定の銀行口座へお振込ください
④着金確認後、１０営業日ほどで、iKeeper認定キットを郵送いたします。
　※申込多数の場合は、時間がかかる場合がございます
⑤認定キットが届き次第、オンライン研修を実施し、繰り返し練習をしてください。
⑥動画を見なくても修理ができるようになったら、同封している三脚で修理様子を
　撮影し、ギガファイル便などでお送りください。
（修正が必要な手順などがあればフィードバックいたします）
⑦東京都内で開催されるiKeeper認定プログラム研修の参加
⑧ウェブサイトへの登録後、ビジネススタート

iKeeperビジネス開始までの流れ
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iKeeper申込、身分証明書の提出方法
申込フォームに必要事項を入力していただき、申込を行ってください。
※身分証明書のアップロードも可能です

【申込フォーム】
https://forms.gle/3pA91YHAsZv2enwe8

iKeeper認定キット内容物
・修理に必要な工具類一式（ドライバー類、作業マットなど）
・練習用iPhone（アクティベーションロックされたiPhone 6 / 7 / Xの3機種）
・交換用パーツ（ディスプレイ及びバッテリー）

※ご自身で事前に用意するものはありません
※練習用iPhoneは変更する場合があります

https://forms.gle/3pA91YHAsZv2enwe8
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iKeeper認定プログラム研修について
東京都内で開催されるiKeeper認定プログラム研修へ参加し、iKeeperになるためのより
専門なリペア技術・知識を学んでいただきます。

日時：隔週土日のどちらかに開催、1日（別途日程調整）１０時～２０時

場所：東京都内（六本木、新宿、渋谷周辺）

持参物：郵送した工具、練習用iPhoneなど全て
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費⽤について

２５万円 ＋税

※iKeeperに必要な工具類含む
※iKeeper認定プログラム参加費用含む（宿泊費・食費・交通費は自己負担）
※修理に必要な交換用パーツや手袋、無水エタノール等は、別途購入が必要です
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Q&A
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Q&A
Q１．集客において、どのようなサポートがありますか？
SNS（Facebook、Twitter、ブログ）や企業との業務提携を積極的に行い、集客を支援
いたします。ただし、地域に根付いた集客活動ができないため、ご自身でもSNSを活用
して営業活動が必要です。まずiKeeperがやならなければならないことは、自身の周囲
の方々が「iPhone修理」なら自分だということを認識してもらうことです。

Q２．毎月、どのくらの修理件数がはいりますか？
修理件数について保証はできませんが、まずはビジネススタート後、半年から１年をか
けて月１０～２０件程度の修理依頼が入るような集客を行います。その後、月５０～８
０件の修理依頼が入るよう集客活動を行っていきます。
※iKeeperの方がフルタイムでビジネスを行った場合です。
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Q&A
Q３．本部へ支払うロイヤリティは、本当にないのですか？
本当にありません。交換用パーツに売上の１５％相当額を上乗せしておりますので
別途、ロイヤリティの支払いはございません。

Q４．粗利率はどのくらいですか？
iKeeper毎に異なる修理料金や原価に変動がある為、参考数字となりますが、東京都内の
場合は以下の通りです。
例）月２０件の修理を請け負った場合

（売上）２９０,６５０円　ー　（原価：部品代）１３１,２３０円
　＝　１５９，４２０円（粗利率：５４.８％）
　　※諸経費を差し引いた金額が最終的な利益となります
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Q&A
Q５．契約期間内（１年）に辞めたらペナルティ（違約金）はあるのか？
契約解除によるペナルティなどはありませんが、あいりぺから部品を購入せずに、他社か
らの部品で修理を請け負った場合は、１００万円のペナルティが発生します。

Q６．iKeeperビジネスをスタートする為には、iPhoneは必須ですか？
普段からiPhoneを利用していない方は、お申し込みをお断りしております。

Q７．iPadやAndroidの修理を行う予定はありますか？
HUAWEIやiPadをテスト中ですが、修理時間が６０分~９０分程度かかるので検討中です。

Q８．契約形態はどのようなものになりますか？
1年毎のライセンス契約となります。
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Q&A
Q９．年齢制限はございますでしょうか？
年齢制限は設けておりません。

Q１０．曜日によって修理依頼件数に変動はありますか？
土日祝より平日の方が修理依頼が多く、１３時～１５時と１９時～２２時の修理がメイン
です。曜日より季節やイベントごとによって繁忙期が変わります。

Q１１．競合他社を教えてください。
出張修理のプラットフォームを運営している会社としては、特に競合はいません。
また、町の修理店舗は競合ではないのかと聞かれることが多いですが、弊社としては
競合とは思っておりません。
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Q&A
Q１２．是非、iKeeperビジネスに参加したいのですがどうすれば良いですか？
申込フォームから申込を行ってください。

【申込フォーム】
https://forms.gle/UXxBUVu1ZmG3LUEL8

Q１３．全く集客ができなかった場合、かかった費用は保証していただけますか？
Q１のようなサポートいたしますが、集客や売上などの保証は致しかねます。

https://forms.gle/UXxBUVu1ZmG3LUEL8


29

Q&A
Q１４．ロゴはどのような意味があるのでしょうか？
当社は、iPhoneなどのIoT/ICT機器を直す事業を主要事業として行っている為
「直」という漢字をモチーフにロゴを作成いたしました。
また、オレンジのロケーションマークは「お客様」ブルーのロケーションマークは
「iKeeper」を表現しており、その２つのロケーションマークが「直」という漢字に
配置されることにより「道」という漢字も表現しております。

そして、私たちの事業には地図（マップ）が不可欠ですので、その漢字をマップのように
デザインし、オンデマンド感を表現しました。
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Q&A
Q１５.法人として契約は、可能ですか？
可能です。

Q１６.すぐ来て欲しいという依頼と予約依頼とどちらが多いですか？
当日の数時間後もしくは、翌日の予約依頼が全体の８割を占めます。

Q１７.営業時間はどのように決めるのですか？
iKeeper専用のウェブアプリで２週間先までの営業時間を1時間毎に設定する機能が
ありますので、自由に設定してください。
お客様には、ウェブアプリで設定した1週間分の営業時間が選択できるようになって
おります。
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Q&A
Q１８.友人からLINE等で直接依頼があってもWebサイトで依頼しなくてはいけませんか？
iKeeper専用ウェブアプリ内でiKeeperが入力できる機能がありますので、わざわざ友人に
Webサイトで入力していただく必要はありませんが、必ず依頼案件を入力してください。

Q１９.忙しくて対応できない期間がありますが、申し込んで良いでしょうか？
本業で忙しい場合でも、週10時間程度は対応できるように努力していただければ
問題ありません。

Q２０.初期費用（２５万円）の他に必要な費用はありますか？
交換用の部品を在庫として購入していただく費用がありますが、ご自身の資金で無理なく
在庫を購入してください。
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Q&A
Q２１.練習用iPhoneが6 / 7 / Xしかありませんが、Plusや6s、8、Xsは？
6 / 7 / Xの画面修理やバッテリー交換ができるようになればその他の機種は共通している
手順が多いので、オンライン動画のみで十分対応可能です。安心してください。
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THANK YOU

不明な点やご質問があれば、お気軽にメール（cs@lifesupport-lab.com）か
あいりぺ公式LINE（検索ID：@irepairs-lab）へお問い合わせください。


