
 
    
株式会社 FUNMAXJAPAN（本社：東京都台東区、代表取締役：李 潔）が手がける充電のライフ
スタイルブランド「CellCube（セルキューブ）」は、極上のしなやかさを実現した柔らかケーブル
シリーズ「mayu（まゆ）」を８月 20 日（土）より自社 EC サイト(http://www.cellcube.shop)、及び全
国家電量販店にて販売スタート致します。 
 本製品は、ケーブル本体にシリコン素材を使用することで、しなやかに曲がり、断線しにくく、絡
まりにくいのが特徴。シリーズラインナップは、コネクタ形状別に全４種類。カラーについては、
USB-A to USB-C/USB-A to Lightning は各８カラー、USB-C to USB-C/USB-C to Lightning
は各４カラーと豊富に展開予定。CellCube 独自の製品設計により高い安全性を担保。トレンディな
カラーバリエーションで、お客様のファッション・ライフスタイル・好みなどに寄り添った新しい
柔らかケーブルです。 

充電のライフスタイルブランド「CellCube」 

多彩なカラーバリエーションと極上のしなやかさを実現した 

柔らかケーブル「mayu(まゆ)」 8月 20 日（土）発売決定 
自社 ECサイト及び、全国家電量販店にて販売スタート 
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《全製品共通の特徴》 
 

Point1 : 極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ 
•シリコン素材ならではの滑らかな質感と極上のしなやかさを実現。 
•従来のケーブルよりも約 3倍の柔らかさ(※当社比・自社独自調べ)  
•断線しにくく、且つ絡まりにくいため、長く快適にご使用いただけます。 
 
Point2 : CellCube 独自の安全・安心設計  
・CellCube 独自の製品設計により、断線しにくく安全で安心して使用が可能です。 
・USB-IF(USB Implementers Forum)と同等のテストを自社独自で実施。高い安全性を担
保しています。 
 
Point3 : 国内ブランドならではの高い品質と製品クオリティを実現 
 • 徹底した品質管理を行うことで、安心の国内ブランド品質をご提供。 
 • 折り曲げテスト 20,000 回実施済みの高耐久ケーブルです。 
 • 万が一故障した際も安心の 1年間保証付き ※自然故障に起因した故障のみ対象 
 
Point４ : 「今日のあなたはなに彩（いろ）?」豊富なカラーバリエーション 
・	USB-A to USB-C/USB-A to Lightning ケーブルは全８カラーを展開。USB-C to 
USB-C/USB-C to Lightning は全 4カラーをご用意。CellCube ブランドのAC充電器
に合わせて豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。 

       
 
 
 

Point５ : 美しくスタイリッシュなプラグデザインを採用 
• ライフスタイルブランドCellCube では、毎日手にするものだからこそ細かなディテール
のデザインにもこだわり、美しくスタイリッシュなプラグデザインを採用しました。 

                       

USB-A to USB-C 
USB-A to Lightning CtoC 

CtoL 

USB-C to USB-C 
USB-C to Lightning 



 
①	 CellCube TSUNAGU mayu USB-A to Lightning ケーブル (1.0m) 

 

 
 
 

 
 
 

CC-CB05-WH 白 
（JAN コード：4582586410269） 

CC-CB05-LG 百群 
（JAN コード：4582586410306） 

CC-CB05-LP 白藤 
（JAN コード：4582586410337） 

CC-CB05-LO 洗柿 
（JAN コード：4582586410313） 

CC-CB05-CB 墨 
（JAN コード：4582586410276） 

CC-CB05-LB 白藍 
（JAN コード：4582586410290） 

CC-CB05-LY 支子 
（JAN コード：4582586410320） 

CC-CB05-LC 薄桜 
（JAN コード：4582586410283） 

★安心のMFi 認証取得品  
 
 MFi 認証とは、アップル社が iPod/iPad/iPhone との互換性を保証することを示すもので、 アップル
社によって互換性が保障されています。 "MFi"とは"Made For iPhone/iPad/iPod"を意味します 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
価格 2,380 円（税込） 

《製品仕様》 
◾︎型番：CC-CB05 
◾︎コネクター形状：USB-A to Lightning 
◾︎出力値    ：MFi 認証に準拠(iPhone 充電対応) 
◾︎規格     ：USB2.0(480Mbps Max) 



②	 CellCube TSUNAGU mayu USB-A to USB-C ケーブル (1.0m)  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CC-CB06-WH 白 
（JAN コード：4582586410344） 

CC-CB06-LG 百群 
（JAN コード：4582586410382） 

 

CC-CB06-LP 白藤 
（JAN コード：4582586410412） 

CC-CB06-LO 洗柿 
（JAN コード：4582586410399） 

CC-CB06-CB 墨 
（JAN コード：4582586410351） 

CC-CB06-LB 白藍 
（JAN コード：4582586410375） 

CC-CB06-LY 支子 
（JAN コード：4582586410405） 

CC-CB06-LC 薄桜 
（JAN コード：4582586410368） 

★ 当社ブランドが提供している同色展開のAC充電器（2ポートUSB A Charger 12W Share）
にも合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
価格 1,680 円（税込） 

《製品仕様》 
◾型番：CC-CB06 
◾コネクター形状：USB-A to USB-C 
◾出力値    ：3A(MAX) 
◾規格     ：USB2.0(480Mbps Max) 



   ③ CellCube TSUNAGU mayu USB-C to Lightning ケーブル (1.0m) 

                
 
 
 

                                       
 

★急速充電対応(USB Power Delivery 対応)  
データ転送/フレキシブルな電源供給を可能。USB の性能を最大限に引き出し、電力とデータが同時
に機器に供給できる最新の規格に対応しています。 

 
★安心のMFi認証取得品  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
価格 2,480 円（税込） 

《製品仕様》 
◾︎型番：CC-CB07 
◾︎コネクター形状：USB-C to Lightning 
◾出力値：MFi 認証に準拠 (iPhone 急速充電対応/USB Power Delivery 対応) 
◾規格：USB2.0(480Mbps Max) 

CC-CB07-WH 白 
（JAN コード：4582586410429） 

CC-CB07-LP 白藤 
（JAN コード：4582586410450） 

CC-CB07-LB 白藍 
（JAN コード：4582586410443） 

CC-CB07-LC 薄桜 
（JAN コード：4582586410436） 



 

   ④ CellCube TSUNAGU mayu USB-C to USB-C ケーブル (1.0m) 

             
 
 
 

            
 

★急速充電対応(USB Power Delivery 対応)  
データ転送/フレキシブルな電源供給を可能。USB の性能を最大限に引き出し、電力とデータが同時に
機器に供給できる最新の規格に対応しています。 
 

★USB-IF の技術基準に適合したコネクタ採用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

価格 1,780 円（税込） 

《製品仕様》 
◾︎型番：CC-CB08 
◾︎コネクター形状：USB-C to USB-C 
◾︎出力値：20V/3A(60w Max)※最大60w充電を必要とする端末機器に対応可能です。 
◾︎規格：USB2.0(480Mbps Max) 

CC-CB08-WH 白 
（JAN コード：4582586410467） 

CC-CB08-LP 白藤 
（JAN コード：4582586410498） 

CC-CB08-LB 白藍 
（JAN コード：4582586410481） 

CC-CB08-LC 薄桜 
（JAN コード：4582586410474） 



商標について 

本文中に記載している製品名またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。 

・Apple および Apple ロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 
・iPad、iPhone は Apple inc.の登録商標です。 
・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 
 

 

 

【商品に関する問い合わせ】 

株式会社 FUNMAXJAPAN  

〒110-0016 東京都台東区台東一丁目24番9号ブライト秋葉原8F 受付：平日10:00-17:00（土日祝除く）  

個人のお客様: (mailto:support.jp@funmaxjapan.com) 法人のお客様: (mailto:info@funmaxjapan.com) 

【本リリースに関する問い合わせ】 

PR 担当 齋藤（mailto: press_cc@funmaxjapan.com） 

会社名 株式会社 FUNMAXJAPAN 
設立 2019 年 6月 
資本金 5,000,000 円 
所在地 〒110-0016 東京都台東区台東 1-24-9 ブライト秋葉原 8 階 
代表者：代表取締役 李 潔 
事業内容：●通信機器、IoT デバイスなど周辺機器やアクセサリーの「開発・製造・販売」 
      メーカーとしてより良い製品をお客様にご提供致します。 
     ●ディストリビューターとして海外の洗練された製品の発掘と輸入販売を行います。 
公式サイト：https://funmaxjapan.com/ 


