プレスリリース
2019 年 1 月 28 日
フィリップ モリス ジャパン合同会社

IQOS、全国へ販売拡大
「IQOS 3」、「IQOS 3 MULTI」
IQOS 専用たばこスティック 「HEETS」 4 銘柄
 「IQOS 3」、「IQOS 3 MULTI」、全国で販売
-

2019 年 1 月 28 日から、コンビニエンスストアを含む全国の主要たばこ取扱店

 新しいブランド「HEETS」4 銘柄を全国へと展開
-

2019 年 1 月 28 日から、全国 9 店舗の IQOS ストア
2019 年 2 月 15 日から、コンビニエンスストアを含む全国の主要たばこ取扱店

フィリップ モリス ジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、社長：シェリー・ゴー、以下「PMJ」又は「当社」）は、
加熱式たばこ「IQOS（アイコス）」より 2 つの革新的なデバイス「IQOS 3」、「IQOS 3 MULTI（マルチ）」のウォームホ
ワイトおよびベルベットグレーの各 2 色をコンビニエンスストアを含む全国の主要たばこ取扱店で 1 月 28 日か
ら販売開始いたします。さらに、IQOS 専用たばこスティックの新しいブランド「HEETS（ヒーツ）」4 銘柄の販売を全
国で順次開始いたします*。
*2019 年 1 月 28 日から全国 9 店舗の IQOS ストア、2019 年 2 月 15 日からコンビニエンスストアを含む全国の主要たばこ取扱店

PMJ 社長のシェリー・ゴーは、今回の発表に際し、以下のように述べています。
「『IQOS 3』、『IQOS 3 MULTI』、『HEETS』の全国展開という素晴らしいニュースを皆さんと共有できて嬉しく思いま
す。当社は、成人 IQOS ユーザーに対して長期的な価値を創出すべく、①継続した革新的な製品の市場導入、
②幅広い味わいのラインアップを提供、③すぐれたカスタマーケア・プログラムのさらなる充実、という３つの柱
に引き続き注力していきます。今回の全国展開によって、当社のビジョンである『煙のない社会』の実現を目指
して、より一層邁進してまいります。」
PMJ のマーケティング＆コミュニケーションズ・ディレクターである坂牧真美は以下のように述べています。
「2018 年 11 月の発売以来、『IQOS 3』と『IQOS 3 MULTI』は成人ユーザーの方々から、非常に大きな反響をいた
だいています。IQOS は、成人ユーザーの方々の生活や社会にすでに多くの変化をもたらしています。私たちが
望むことは、新たな『HEETS』というラインアップが加わることで、紙巻たばこの喫煙を既に止めた成人 IQOS ユー
ザーの方々と共に、より多くの成人喫煙者の方々が一歩踏み出し、私たちが目指す道へと進んでいくことです。
そうすることで、『煙のない社会』という当社のビジョンをさらに早く実現できるからです。」
製品の詳細は、次頁をご参照ください。

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
Email pmj.press@pmi.com
【製品概要】
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HEETS
「HEETS」は、世界 30 カ国以上で販売している IQOS のためだけに作られたグローバルブランドです。
「HEETS」は、2018 年 10 月 22 日に地域限定販売*を開始して以来ご好評いただき、全国展開を希望するその他
地域の方々からの声もあったことから、販売を拡大することになりました。
様々な成人喫煙者の方々にお楽しみいただける味わいを実現するため、世界中からたばこ葉を厳選してブレ
ンドし、バランスの取れた味わいをお届けします。
マールボロ・ヒートスティック 7 銘柄に加えて、新たに「HEETS」4 銘柄を追加することで、幅広い層の成人喫煙者
の方々にさらなる選択肢を提供します。
*18 道県（北海道、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、愛媛県、香川県、高知県、徳島県、福岡県、長崎県、大分県 佐
賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）にて先行販売

銘柄名

ヒーツ・
ディープ・ブロンズ

ヒーツ・
バランスド・イエロー

ヒーツ・
クリア・シルバー

レギュラーテイスト
味わい

コクと深みのある
濃厚な味わい

豊かな旨味と香りの
バランスの取れた
レギュラー味

ヒーツ・
フレッシュ・エメラルド
メンソールテイスト

たばこの香ばしさと
クセのないクリアな後味

ほのかに爽快感を
感じるメンソール

形状

フィルター付き 45mm

包装／価格

20 本入り ボックス／470 円（税込）

発売日／エリア

2019 年 1 月 28 日／全国 9 店舗の IQOS ストア
2019 年 2 月 15 日／コンビニエンスストアを含む全国の主要たばこ取扱店

IQOS 3 & IQOS 3 MULTI
「IQOS 3」、「IQOS 3 MULTI」は、2018 年 11 月 15 日に全国 9 店舗の IQOS ストアならびに IQOS オンラインストア
(https://jp.iqos.com）にて販売を開始しました。今回の全国への販売拡大は、当社が「煙のない社会」の実現に
むけて加速するための新たな一歩となります。
【IQOS 3 製品特徴】
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。待ち時間が短くな
り、より快適に。
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 2.4 PLUS との比較
【IQOS 3 MULTI 製品特徴】
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。待ち時間 0 秒で、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。
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。
*一般的な鶏卵

M サイズ（殻つき約 58g～64g）との比較
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IQOS 製品仕様比較
製品名

IQOS 3

IQOS 3 MULTI

IQOS 2.4 PLUS

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））

内容

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

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

色

4色
 ウォームホワイト
 ベルベットグレー
 ブリリアントゴールド*
 ステラーブルー*

4色
 ウォームホワイト
 ベルベットグレー
 ブリリアントゴールド*
 ステラーブルー*

2色
 ホワイト
 ネイビー

安全性

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。

設計・
デザイン

スイス

スイス

スイス

サイズ

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

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

重さ

ポケットチャージャー ：103g
ホルダー：22g

一体型デバイス：50g

ポケットチャージャー ：100g
ホルダー：20g

販売
場所

 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
 IQOS ショップ
 全国の主要たばこ取扱店

価格

 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
 IQOS ショップ
 全国の主要たばこ取扱店







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
IQOS ショップ
全国の主要たばこ取扱店

* IQOS 3 および IQOS 3 MULTI のブリリアントゴールド、ステラーブルーは、全国 9 店舗の IQOS ストア、IQOS オンラインストア
(https://jp.iqos.com）、IQOS ショップのみで販売
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IQOS について


IQOS とは

IQOS は、専用にブレンドされたたばこ葉を含む専用たばこを加熱して使用する電子機器です。紙巻たばこのた
ばこ葉は 600 度を超える温度で燃焼し、有害な成分を含む煙が発生します。一方で、IQOS は火を使って燃焼
せずに 350 度以下の温度でたばこ葉を加熱させ、火を使わず灰や煙が発生しません。低い温度で加熱するこ
とによって、本来のたばこ葉の味わいを提供します。たばこ葉を燃やさずに加熱するので、紙巻たばこと比較し
て有害な化学物質の量が大幅に低減しています。IQOS から発生するものは、煙ではなく、ニコチンを含むベイ
パーであり、IQOS は成人喫煙者に満足していただける煙の出ない（スモークフリー）製品です。

当社のビジョン


企業ビジョン「煙のない社会を、ここ日本で」の実現に向けて

PMJ はフィリップ モリス インターナショナルの日本における子会社です。日本で販売されるフィリップ モリス社
製品のマーケティング・販売促進活動を行っています。PMJ は 1985 年に日本で営業を開始して以来、着実に
成長を遂げ、今日、全国に約 1,950 人の従業員を擁し、日本のたばこ市場で約 32.1％のシェアを有する、加熱
式たばこ市場を牽引する日本第 2 位のたばこ会社となっています（2017 年末現在）。企業ビジョン「煙のない社
会を、ここ日本で」の実現に向けて、PMJ は紙巻たばこよりも「リスク低減の可能性のある製品（RRP）*」を主力
に事業活動を加速してまいります
社会的、お客様ニーズが多様化するなか、一企業の活動のみで「煙のない社会」を達成することは困難です。
私たちは、公衆衛生の観点からリスク低減の可能性のある製品の開発や販売促進の規制を支持し、成人喫煙
者の方々がこのような製品に切替えられるよう関係諸団体との対話を続けていきます。喫煙を続ける方々にと
って次のような革新的な製品および規制枠組みが彼らのニーズに応える鍵となります。



成人喫煙者を対象とした、紙巻たばこを吸い続けるよりも害のリスクが少なくなることが見込まれている
製品
紙巻たばこからの切替えを促すような規制枠組み

PMJ は、製品技術および科学的評価の第三者機関による公平な検証のために、これら製品に関するサイエン
スについて透明性のある情報共有に努めています。
*RRP（Reduced‐Risk Products: リスク低減の可能性のある製品）は、紙巻たばこの喫煙を継続した場合と比較して、同製品に切替えた成人喫煙者
にとって害のリスクが少なくなるか、少なくなることが見込まれるか、又は少なくなる可能性のある製品を指すものとして私たちが使用している言
葉です。私たちのもとには、開発、科学的評価、市販化といった異なる段階にある様々な RRP が存在します。私たちの RRP はたばこ葉を燃やさな
いので、発生させるエアロゾル（蒸気）に含まれる有害および有害性成分の量が紙巻たばこの煙に含まれる量と比較して、はるかに少なくなって
います。
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