
株式会社コンピューケース・ジャパン ( 本社：神奈川県横浜市、代表取締役：林 正宏 ) は、

「agreen」ブランドのソーラーパネル付モバイルバッテリー 2 モデル 「JMB-SR20-BK

・JMB-SR30-BKRE」を 10 月 7 日より発売いたします。

Press Release

Data：2022/10/05

プロダクトインフォメーション

名称：モバイルバッテリー ( ソーラー付 )
型番：JMB-SR20-BK
JAN コード：4541995029417
カラー：ブラック
価格：オープンプライス
URL：www.hec-group.jp/product/
　　   mb/model/sr20/

名称：モバイルバッテリー ( ソーラー付 )
型番：JMB-SR30-BKRE
JAN コード：4541995029424
カラー：ブラック / レッド
価格：オープンプライス
URL：www.hec-group.jp/product/
　　   mb/model/sr30/

http://www.hec-group.jp/product/mb/model/sr20/
http://www.hec-group.jp/product/mb/model/sr30/
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テックランド札幌琴似店
テックランド札幌月寒店
テックランド札幌厚別店
テックランド札幌屯田店
テックランド札幌南川沿店
テックランド札幌発寒店
テックランド札幌苗穂店
テックランドＮｅｗ北見店
テックランド旭川大雪通店
テックランド千歳店
テックランド帯広店
テックランド滝川店
テックランド苫小牧本店
テックランド函館店
家電住まいる館 YAMADA札幌本店
家電住まいる館×ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 旭川店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ釧路店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ清田店
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家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ函館本店
テックランドＮｅｗ弘前神田店
テックランド八戸店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ青森本店
ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 秋田御所野店
テックランド大館店
テックランド大仙店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ秋田本店

販　売　店（敬称略）



ヤマダデンキ テックランドイオンタウンＮｅｗ能代店
テックランド盛岡北店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ盛岡本店
ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ鶴岡店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ山形本店
ＬＡＢＩ仙台
テックランド石巻店
テックランド多賀城店
ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 仙台ｾﾝﾀｰ店
テックランドＮｅｗ郡山南店
テックランドＮｅｗ仙台青葉店
テックランドいわき店
テックランドいわき平店
テックランド会津若松店
テックランド郡山本店
テックランド須賀川店
テックランド仙台太白店
テックランド仙台南店
テックランド仙台富谷店
テックランド福島南店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ仙台泉本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福島店
テックランド三条店
テックランド上越店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ亀田店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ新潟錦町本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ長岡店
テックランド宇都宮本店
テックランド足利店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ駒生店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ小山店
ＬＡＢＩ１ ＬＩＦＥ ＳＥＬＥＣＴ 高崎
テックランドＮｅｗ前橋本店
テックランドＮｅｗ太田飯田町店
テックランドＮｅｗ藤岡店
テックランド伊勢崎店
テックランド館林店
テックランド草津栗東店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡみどり店
Ｔｅｃｃ Ｌｉｆｅ ＳＥＲＥＣＴ 久喜菖蒲店
テックランドＮｅｗダイクマ大宮店
テックランド浦和美園店
テックランド久喜店
テックランド狭山店
テックランド上尾店
テックランド川口本店
テックランド北本店
テックランド本庄店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ浦和埼大通り店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ熊谷本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ坂戸店

販　売　店（敬称略）



販　売　店（敬称略）

家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ三郷店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ春日部本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ新座野火止店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ川越店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ大宮宮前本店
ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ石岡店
ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ つくば店
シーサイドひたちなか店
テックランドＮｅｗつくばみらい店
テックランドＮｅｗ神栖店
テックランドＮｅｗ筑西店
テックランドひたちなか店
テックランド古河店
テックランド鹿島店
テックランド水戸本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡつくば研究学園店
ＬＡＢＩ津田沼
ヤマダデンキ ヤマダアウトレット旭店
テックランドＮｅｗ市川本八幡店
テックランドＮｅｗ蘇我店
テックランドおゆみ野店
テックランド館山店
テックランド四街道店
テックランド千葉ニュータウン店
テックランド船橋店
テックラン船橋本店
テックランド南行徳店
テックランド柏沼南店
テックランド富里インター店
テックランド茂原店
テックランド Ｎｅｗ市川本八幡店
テックランド流山店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ松戸本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ成田店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ千葉本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ柏店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ幕張店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ木更津請西本店
ConceptLABI TOKYO
IDC OTSUKA 新宿ショールーム
ＬＡＢＩ　ＬＩＦＥ ＳＥＬＥＣＴ 立川
ＬＡＢＩ1日本総本店池袋
ＬＡＢＩ吉祥寺
ＬＡＢＩ渋谷
ＬＡＢＩ新宿西口館
ＬＡＢＩ品川大井町
ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 新砂店
ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 武蔵村山店
テックランドＮｅｗ葛西店
テックランドＮｅｗ八王子別所店
テックランド稲城若葉台店



販　売　店（敬称略）

テックランド錦糸町店
テックランド狛江店
テックランド足立店
テックランド大泉学園店家電館
テックランド東京本店
テックランド府中店
テックランド平和台駅前店
テックランド練馬本店
ビバホーム八王子店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ八王子高尾店
ＬＡＢＩ上大岡
ＬＡＢＩ大船
テックランドＮｅｗ大和深見店
テックランドイトーヨーカドー茅ヶ崎店
テックランドダイクマヤマダ厚木店
テックランドニトリモール相模原店
テックランド磯子店
テックランド横浜本店
テックランド海老名店
テックランド久里浜店
テックランド厚木店
テックランド向ヶ丘店
テックランド上山店
テックランド上平塚店
テックランド秦野店
テックランド青葉店
テックランド川崎店
テックランド大和店
テックランド平塚店
家電住まいる館×ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ クロスガーデン川崎幸店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ横須賀店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ横浜金沢店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ横浜泉店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ戸塚店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ港北ｾﾝﾀｰ店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ座間店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ新山下店
テックランド佐久本店
テックランド長野南店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ松本本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ上田本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ長野ＳＢＣ通り店
テックランドＮｅｗ甲府店
テックランド山梨中央店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ山梨本店
テックランドＮｅｗ富山婦中店
テックランド魚津店
テックランド高岡店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ富山金泉寺店
テックランド掛川店
テックランド沼津店
　



販　売　店（敬称略）

テックランド清水店
テックランド静岡店
テックランド藤枝店
テックランド磐田店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ静岡国吉田店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ浜松本店
家電住まいる館×ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 野々市店
テックランドNew小松店
テックランド金沢大桑店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ金沢本店
テックランド可児店
テックランド各務原店
テックランド岐阜長良店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ岐阜本店
ヤマダデンキ ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ大垣店
ＬＡＢＩ名古屋
ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 千種ｾﾝﾀｰ店
テックランドイオン名古屋東店
テックランドＮｅｗ春日井店
テックランドNew小牧店
テックランドＮｅｗ野並店
テックランドヨシヅヤ名西店
テックランド安城店
テックランド蒲郡店
テックランド江南店
テックランド新稲沢店
テックランド西尾店
テックランド日進店
テックランド豊橋店
テックランド豊川店
テックランド豊田東新店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ岡崎本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ守山店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ星ヶ丘店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ知立店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ半田店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ名古屋本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ彦根店
テックランド大津堅田店
テックランド長浜店
テックランド伊勢店
テックランド桑名店
テックランド四日市店
テックランド名張店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ鈴鹿店
テックランド越前店
テックランド福井大和田店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福井本店
テックランド京都吉祥院店
テックランド京都醍醐店
テックランド京都八幡店



販　売　店（敬称略）

テックランド福知山店
テックランド香芝店
テックランド桜井店
家電住まいる館×ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 奈良本店
LABI 1 なんば
ＬＡＢＩ　ＬＩＦＥ ＳＥＬＥＣＴ千里
テックランドＮｅｗ寝屋川店
テックランドニトリモールNew枚方店
テックランド羽曳野店
テックランド高槻大塚本店
テックランド泉大津店
テックランド大阪りんくう店
テックランド大阪住之江店
テックランド大阪野田店
テックランド東大阪新家店
テックランド東大阪店
家住ｙａｍａｄａｗｅｂ．Ｃｏｍ 豊中店
家電住まいる館×ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 和泉中央本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ堺本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ泉北堺インター店
テックランド和歌山岩出店
テックランド和歌山北店
家電住まいる館×ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 和歌山店
ＬＡＢＩ三宮
ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 神戸北店
テックランドサンシャイン神戸店
テックランド三木店
テックランド神戸和田岬店
テックランド西宮甲子園店
テックランド西神戸店
テックランド姫路広畑店
テックランド姫路店
テックランド宝塚店
テックランド北伊丹店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ加古川本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ神戸垂水店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ神戸本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ姫路本店
テックランドＮｅｗ米子店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ鳥取東店
テックランドＮｅｗ岡南店
テックランド倉敷玉島店
テックランド東岡山店
ベスト電器岡山本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ岡山本店
テックランドＮｅｗ出雲店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ松江店
ＬＡＢＩ広島
テックランドアルパーク前店
テックランド広島八木店
テックランド三原店



販　売　店（敬称略）

テックランド東広島店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ佐伯店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福山店
テックランド宇部店
テックランド岩国店
テックランド山口本店
テックランド周南店
ベスト電器ゆめシティ下関本店
ベスト電器山口店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ下関店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ新南陽店
テックランドＮｅｗ高松レインボー通り店
テックランド綾川店
テックランド丸亀店
テックランド高松鶴市店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ高松春日本店
テックランド徳島松茂店
テックランド徳島藍住店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ徳島本店
テックランド高知店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ高知本店
テックランド宇和島店
テックランド今治店
テックランド松山本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ松山問屋町店
ヤマダデンキ テックランド八女店
ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ飯塚店
テックランドＮｅｗ筑紫野基山店
テックランド久留米中央店
テックランド宗像店
テックランド春日店
テックランド博多本店
テックランド八幡西店
テックランド飯塚店
テックランド福岡城南店ＡＶ・生活館
テックランド門司店
ベスト電器ＮＥＷ伊都店
ベスト電器ＮＥＷ太宰府店
ベスト電器久留米本店
ベスト電器香椎本店
ベスト電器小倉南店
ベスト電器福岡本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福岡賀茂店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福岡志免本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ北九州小倉店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ北九州八幡店
ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ甘木店
ヤマダデンキ テックランド八幡西店
ベスト電器大分別府店
ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 大分本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ大分わさだ店



販　売　店（敬称略）

九州テックランド中津店
テックランド菊陽店
テックランド熊本本店
ベスト電器はません店
ベスト電器光の森店
ベスト電器東バイパス店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ熊本春日店
九州テックランド山鹿店
ヤマダデンキ テックランド熊本本店
テックランド佐賀本店
ベスト電器佐賀本店
家電住まいる館×ＹＡＭＡＤＡ ｗｅｂ．Ｃｏｍ 佐賀南部バイパス店
テックランド延岡店
テックランド新宮崎本店家電館
テックランド日向店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ宮崎花ヶ島店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ都城店
テックランド鹿児島北店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ鹿児島本店
九州テックランド薩摩川内店
テックランド佐世保本店
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ長崎本店
ヤマダデンキ テックランド諫早店
テックランド具志川店
テックランド那覇本店
テックランド豊見城店
ヤマダデンキ ベスト電器天久店

あきばお～零１Ｆ
あきばお～零２Ｆ
あきばお～弐號号
あきばお～参號号
あきばお～四號号
あきばお～伍號号
あきばお～緑號号
あきばお～七號号
あきばお～八號号
あきばお～江東店

本製品の仕様は、オフィシャルサイトにてご確認ください。
URL：www.hec-group.jp

株式会社コンピューケース・ジャパン　第二営業部
メール：sales_02@hec-group.jp

お問い合わせ先

テクニカルインフォメーション
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