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フィリップ モリス ジャパン合同会社

「IQOS 3」、「IQOS 3 MULTI」
本日 2018 年 11 月 15 日（木）発売開始
‐ 2019 年上旬に全国で本格展開予定 ‐



史上、最も先進的な IQOS。選べる二つのスタイル
”IQOS 3”
－ コンパクト。さらに、スタイリッシュ。
”IQOS 3 MULTI”
－ 連続使用できる最軽量モデル*
*当社従来品（IQOS デバイス）と比較

フィリップ モリス ジャパン合同会社（以下 PMJ、本社：東京都千代田区、社長：シェリー・ゴー）は、「煙のない社
会」の実現を目指して、加熱式たばこ「IQOS（アイコス）」より 2 つの新型デバイス「IQOS 3（スリー）」、「IQOS 3
MULTI（マルチ）」を、本日 2018 年 11 月 15 日（木）から全国に 9 店舗ある IQOS ストアおよび IQOS オンラインス
トア(https://jp.iqos.com）にて発売いたしました。
「IQOS 3」、「IQOS 3 MULTI」の発売開始を記念して、本日 IQOS ストア銀座にて、「IQOS 3」、「IQOS 3 MULTI」発売
セレモニーを開催。セレモニー開催に際し、PMJ 社長、シェリー・ゴーは次の通りに述べました。「本日は、私た
ちだけでなく多くの成人 IQOS ユーザー、成人喫煙者の方にとって大変喜ばしい日を迎えました。IQOS を 2014
年に発売して以来、IQOS ブランドは、おかげさまで今日では誰もが知るブランドへと成長しています。日本では
既に 540 万人、世界では 800 万人以上の方に IQOS をご使用頂き、そして毎日、数千の成人喫煙者の方が
IQOS に切替えています。本日、全国の IQOS ストアにて新型の『IQOS 3』、『IQOS 3 MULTI』の販売を開始し、そ
して、2019 年上旬には他の販売チャネルを含め本格的に全国販売を拡大する予定です。これら新型デバイス
は、さらに多くの成人喫煙者の方から受け入れられ、喫煙を続けるより、より良い選択肢である IQOS への切替
えをサポートできる製品になったと確信しています。私たちが目指す『煙のない社会』の実現へ向けて、これが
すべてを変えると信じています。」

報道関係者用問い合わせ先
フィリップ モリス ジャパン合同会社
コーポレート・アフェアーズ 藤原/小池
TEL 03‐3509‐1715 / FAX 03‐3506‐7730
e‐mail pmj.press@pmi.com
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全国の IQOS ストアがリニューアル
「IQOS 3」と「IQOS 3 MULTI」の販売開始を機に、全国 9 店（札幌、仙台、銀座、原宿、名古屋、梅田、心斎橋、広
島、福岡）の IQOS ストアが店舗内装を刷新し、リニューアルオープンしました。IQOS ストアでは製品の体験に
加え、「IQOS 3」の 576 通りのカスタマイゼーション体験や、新たに導入したサイエンスマシーンによるデモンス
トレーションなど、成人ユーザーや成人喫煙者の皆様がそれぞれの IQOS ライフをさらに楽しめるよう、より豊
かなコンテンツを取り揃えております。
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【IQOS 3 新機能概要】
1. コンパクトかつスタイリッシュ
曲線で構成された、滑らかで細部にまでこだわったコンパクトなデザイン。質の高い素材で作られた、細部にま
でこだわったデザインと高級感のある質感が特徴。
2. ストレスフリーの操作感
ホルダーの出し入れがよりスムーズになる、サイドオープニングシステム採用。全方位対応のホルダーデザイ
ンにより、ホルダーの向きを気にせず格納・充電可能に。マグネット式なので、思わぬ充電ミスも防止。
3. 充電の待ち時間短縮
モデルチェンジごとに充電時間短縮を重ね、従来モデルより約 40 秒*スピードアップし約 3 分 30 秒に。待ち時
間が短くなり、より快適に。
*IQOS 2.4 PLUS との比較

4. プロテクトプラス TM
すべての素材、設計を見直し、衝撃試験を何度も重ねて信頼性をより高く。

【IQOS 3 MULTI 新機能概要】
1. IQOS 初の連続使用
要望の声がとくに高かった連続使用にお応えする新モデル。10 回続けて使用可能。
2. 驚きの最軽量 50g
最先端テクノロジーによりシステムの小型化に成功。たまご 1 個より軽い、シリーズ最軽量を実現。*手軽にい
つでも持ち歩ける。
*

一般的な鶏卵 M サイズ（殻つき約 58g～64g）との比較

3. オールインワン型
持ち歩くのは、この小さなデバイスひとつ。いつでも手軽に片手で直感操作。
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【製品仕様比較】

製品名

IQOS 3

IQOS 3 MULTI

IQOS 2.4 PLUS

価格

10,980 円

8,980 円

7,980 円

（メーカー希望小売価格（税込））

（メーカー希望小売価格（税込））

（メーカー希望小売価格（税込））

IQOS ポケットチャージャー、
IQOS ホルダー、
専用 AC パワーアダプター、
専用 USB Type C ケーブル、
IQOS クリーニングツール、
IQOS クリーニングスティック（10
本入り）、
ユーザーガイド、
保証書
4色
 ウォームホワイト
 ブリリアントゴールド
 ステラーブルー
 ベルベットグレー
IQOS ホルダー、IQOS ポケットチ
ャージャー、専用 AC パワーアダ
プター、専用 USB Type C ケーブ
ルが、EU の一般電化製品の安
全性に関する要件を満たしてい
ることを示す CE マークを取得し
ています。

一体型デバイス、
専用 AC パワーアダプター、
専用 USB Type C ケーブル、
IQOS クリーニングツール、
IQOS ク リーニングス ティック
（10 本入り）、
ユーザーガイド、
保証書

IQOS ポケットチャージャー、
IQOS ホルダー、
専用 AC パワーアダプター、
専用 USB ケーブル、
IQOS クリーナーブラシ、
IQOS クリーニングスティック
（10 本入り）、
ユーザーガイド、
保証書
2色
 ホワイト
 ネイビー

内容

色

安全性

設計・
デザイン
サイズ

重さ
発売日

販売
場所

4色
 ウォームホワイト
 ブリリアントゴールド
 ステラーブルー
 ベルベットグレー
一体型デバイス、専用 AC パワ
ーアダプター、専用 USB Type C
ケーブルが、EU の一般電化製
品の安全性に関する要件を満
たしていることを示す CE マーク
を取得しています。

IQOS ホルダー、IQOS ポケット
チャージャー、専用 AC パワー
アダプター、専用 USB ケーブ
ルが、EU の一般電化製品の
安全性に関する要件を満たし
ていることを示す CE マークを
取得しています。

スイス

スイス

スイス

ポケットチャージャー ：
46.3(W)x22.9(D)x114.7(H)mm
ホルダー：
14.4(D)x92.3(H)mm
ポケットチャージャー ：103g
ホルダー：22g

一体型デバイス：
25.4(W)x15.1(D)x119.3(H)mm

ポケットチャージャー：
51.2(W)x21.9(D)x112.5(H)mm
ホルダー：
15.0(D)x93.6(H)mm
ポケットチャージャー ：100g
ホルダー：20g

2018 年 11 月 15 日（木）

一体型デバイス：50g
2018 年 11 月 15 日（木）

 全国 9 店舗の IQOS ストア  全国 9 店舗の IQOS ストア
(札幌、仙台、原宿、銀座、
(札幌、仙台、原宿、銀座、
名古屋、梅田、心斎橋、
名古屋、梅田、心斎橋、
広島、福岡)
広島、福岡)
 IQOS オンラインストア
 IQOS オンラインストア
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2017 年 3 月 3 日（金）





全国 9 店舗の IQOS ストア
(札幌、仙台、原宿、銀座、
名古屋、梅田、心斎橋、
広島、福岡)
IQOS オンラインストア
全国の主要たばこ取扱店

