
Android スマートフォン、iPhone、ガラケー等の修理専門ブランド

Android タブレット、Surface 等の修理専門ブランド

沿革

2000 年 5 月　携帯電話販売代理店テレピット野洲店を個人商店で開業

2001 年 8 月　有限会社ビイネットに会社組織変更  

2002 年 9 月　JR 野洲駅前北口の土地建物を購入し自社物件とする

2010 年 4 月　ケータイかいまっくす野洲店（現在本社）OPEN　

　　　　　　　 滋賀県下初の中古携帯専門店を開始する

2011 年 5 月　【直営店】ケータイかいまっくすららぽーと守山店 OPEN

　　　　　　　 ※ららぽーと守山は現在モリーブに名称変更　

2011 年 6 月　ヤフーオークションストアに出店

2011 年 9 月　滋賀県下初の iPhone 修理専門店を開始する

2013 年 3 月　滋賀県下初の Android スマートフォン修理店を開始

2013 年 4 月　ケータイかいまっくす ®　登録商標取得

2014 年 1 月　滋賀県下初のガラケー修理店を開始する

2014 年 3 月　【直営店】ケータイかいまっくすエルティ 932 店 OPEN

2015 年 10 月  【直営店】スマートまっくす原宿竹下通り店 OPEN

2016 年 1 月   スマートまっくす原宿竹下通り店で、スマホ・携帯電話買取開始

2016 年 5 月　【直営店】スマートまっくす大阪梅田店 OPEN

2016 年 10 月　東京支店開設　資本金を 1,000 万に増資

2017 年 3 月　【直営店】スマートまっくす代々木駅前店 OPEN

2017 年 7 月　原宿竹下通り店を代々木駅前店へ移転、統合

2017 年 7 月　【直営店】スマートまっくす銀座ファイブ店 OPEN

2017 年 8 月　総務省登録修理業者認定　Xeria Z5 (SO-01H) 登録

　　　　　　　 電波法 R000025  電気通信事業法 T000025

2018 年 12 月　タブレット修理専門ブランド「タブレットまっくす」を開始する

2019 年 4 月　オリジナルバッテリーブランド「バッテリーまっくす」を開始する

有資格者在籍状況

個人情報保護士　２名

NPO 日本はんだ付け協会　１級合格者　２名

商号 有限会社 ビイネット

会社設立 平成 13 年 8 月

会社代表 代表取締役　中瀬登志男

社員数 11 名

資本金 1000 万円

主要取引銀行   　滋賀銀行　野洲支店　

本社 〒525-0032　

　　　　　　　滋賀県草津市大路 1-1-1　エルティ 932　２F

　　　　　　   TEL:(077)566-8155  FAX:(077)566-8011

東京支店 〒151-0053

　　　　　　　東京都渋谷区代々木 1-32-12 HOUWA ビル５F

              　　TEL:03-6455-5361　FAX:03-6276-6259

加盟団体 携帯端末登録修理協議会

URL スマートまっくす　http://smart-max.jp/

　　　　　　　タブレットまっくす　https://www.tablet-max.jp/

　　　　　　　バッテリーまっくす　https://battery.smart-max.jp/

(0120)881-990

代々木駅前店
Android、iPhone、ガラケー、タブレット、Surface 修理
中古携帯買取店

TEL:(03)6455-5361  FAX:(03)6276-6259
mail:  wave@be-network.co.jp
〒151-0053 
東京都渋谷区代々木 1-32-12 HOUWAビル５F

TOKYO

(0120)881-993

大阪梅田店
Android、iPhone、ガラケー、タブレット、Surface 修理
中古携帯買取店

TEL:(06)6455-5568  FAX:(06)6455-5569
mail:  mail@be-network.co.jp
〒530-0001
大阪市北区梅田１丁目 11-4　大阪駅前第 4ビル　２F

OSAKA

(0120)881-678

エルティ９３２店
Android、iPhone、ガラケー、タブレット、Surface 修理
中古携帯買取 & 販売店

TEL:(077)566-8155  FAX:(077)566-8011
mail:  mail@be-network.co.jp
〒525-0032
滋賀県草津市大路 1-1-1　エルティ 932　２F

SHIGA

(0120)881-560

銀座ファイブ店
Android、iPhone、ガラケー、タブレット、Surface 修理
中古携帯買取店

TEL:(03)6455-5364  FAX:(03)6455-5362
mail:  pit@be-network.co.jp
〒104-0061 
東京都中央区銀座 5丁目 1番先 銀座ファイブ２F

店舗一覧会社概要

検索スマートまっくす

検索タブレットまっくす

C o r p o r a t e
P r o f  i l e

A
 co

m
p

a
n

y th
a

t sp
e

cia
lize

s in
 te

ch
n

o
lo

g
y



　ご依頼は一般のお客様から企業様まで、少ない店舗数ながら通信端末年間修理台数一万台以上の実績を誇る、

滋賀県発祥、全店直営の修理専門店です。国産Android 端末、iPhone はもちろんの事、ガラケー、タブレットまで

様々な修理のプロフェショナルを目指しながら、近江商人の三方良しの精神の元、お客様に寄り添った最適な修理プランの

ご提供と、直営店だからこそできる、高い技術力で、適切な修理代金、丁寧、迅速修理の実現を目指し続けます。

弊社概要

　Android スマートフォンは、iPhone とは違い、ほぼ全ての端末で、特徴的な内部構造を持ちます。

そのため、故障内容によって分解の技術的な難易度も大きく変化します。

弊社では創業から蓄積してきた、分解、修理の膨大なノウハウを用い、本来なら困難な全ての国産端末の安定的な修理を

可能にしました。また全店直営、少数精鋭のため全修理スタッフがあらゆる症状に迅速、かつ丁寧に対応が可能です。

独自の修理ノウハウ
事業概要

弊社は年々増加する通信端末の故障にしっかりと対応するため、

少人数（全スタッフ技術者）、少店舗、全店舗直営を維持し、

情報の共有、高い技術力の維持に努めています。

高い技術を維持するために

ワンストップのスピーディーな対応

各店舗には長い経験を積んだ熟練の修理スタッフが常駐しています。

受付▶修理▶ご返却まで修理スタッフ自身が一貫して担当するため、

スピーディーで柔軟な対応が可能です。

お急ぎの場合は直接ご来店頂ければ、機種によっては最速 20 分ほどで

対応可能でございます。修理後のトラブルも迅速対応致します。

希望の店舗へ
お問い合わせ 来店・郵送修理 ご返却

希望の店舗へ
お問い合わせ

来店・
郵送 ご返却

弊社

一般的な FC 店舗の１例

本部へ
郵送

店舗へ
返送

SHARP、富士通、NEC などの国産端末も
もちろん対応が可能です
SHARP、富士通などに代表される国産の通信端末はほぼ全ての機種で、
内部構造が異なります。弊社では、培ってきた知識と技術で、部品があれば
即日対応が可能でございます。また、過去の事例から故障内容に対する
正確なお見積りが可能でございますので、他社と比較し、適正価格で様々な
端末の、各故障に柔軟に対応が可能です。

強度を考慮した高いハンダ技術で修理後のトラブルを少なく
全スタッフは NPO 日本はんだ付け協会の研修及び検定を受講し、精度の高いはんだ付け技術を有します。

最適なフィレットの形成、重度破損へのジャンパー線による補修技術等を高いレベルで習得しています。

※NPO 日本はんだ付け協会　はんだ付け検定１級合格者２名在籍　

ハンダ作業

USB 修理、SIM スロット修理

SD カードスロット修理、各種コネクタ修理

ジャンパー線によるパターン剥離の補修　

etc...

部品交換作業

ディスプレイ交換、リアパネル交換、バッテリー交換

USB 交換、SIM スロット交換、SD カードスロット交換

水没復旧、各種ボタン修理、外装交換

データバックアップ  etc...

故障内容別　対応事例

１、正確なお見積とワンストップの迅速な対応
　各店舗の修理スタッフが受付を行いますので、過去の膨大な修理経験から作業内容を見極め、
　適切なご提案が可能です。また、お見積り～ご返却まで 1 店舗でスピーディーに対応致します。

２、卓越した修理技術
　SONY、Samusung、ASUS などはもちろんの事、SHARP、富士通、京セラなどの国産端末も、
　分解、部品調達可能であればほぼ全ての端末で修理対応が可能です。
　また、適切な施工が出来るよう日々研究していますので、修理後の不良率が抑えられているのも特徴です。

３、迅速納品
　修理品が到着次第、１～3 日ほどのお預かりで、完了のご連絡が可能です。
　また、往復の送料は無料です。

４、修理後のアフターケア
　修理後１ヶ月の保証がございますので、再破損以外の、パーツ初期不良、施工不良については、
　弊社が送料を負担する形で、無償交換が可能です。

５、全店舗直営
　弊社は全店直営、フランチャイズ店舗を持たないため、全てのスタッフが技術を高いレベルで
　習得し、常にクオリティを維持しています。

BtoB　弊社代行修理業務

修理部門
Android スマートフォン修理※分解可能な全端末
iPhone 修理、ガラケー修理、タブレット修理
Surface 修理、各種はんだ作業
修理代行業務

買取販売部門
中古端末買取、販売
オリジナルバッテリー販売
※バッテリーまっくす
Yahoo オークションストア

中古（ジャンク含む）端末買取業務

弊社では、SONY、Samsung、ASUS etc,, はもちろんの事、国内限定流通端末（SHARP、富士通、

NEC、京セラ etc）の積極買取を行っております。通常の買取とは異なり、部品としての価値から査定を

行いますので、端末により市場価格より高価買取可能な場合があります。

物理破損端末、赤ロム端末を含め、買取対応可能なので是非お気軽にお問い合わせ下さい。

少人数

全店
直営少店舗

レギュラー端末の画面修理は最速 20 分、
データそのまま即日対応が可能です
SONY、Samsung、ASUS、HTC、Huawei 等の国際流通のある端末は、

サードパーティーによって製造された高品質の互換パーツを、常にストック

しています。お急ぎの場合でも即日、最速 20 分ほどで対応が可能です。

また、個人情報保護士２名監修の元作業を行うため内部データも安心です。


