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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：ポール・ライリー）は、本物のたばこの

満足感を楽しめる加熱式たばこ IQOS に高機能を搭載した新バージョン「IQOS 2.4 Plus」を、2017 年 3 月 3
日（金）から全国に 8 店舗ある IQOS ストア（IQOS ストア銀座は 3 月 3 日オープン）にて、先行発売いたしま

す。 
 

より一層の本物のたばこの満足感を追求してアップグレードした「IQOS 2.4 Plus」には、次の 4 つの新しい

機能が搭載されております。①加熱ブレードのコーティング技術の改良により、世界で も進化したヒートコン

トロール TM テクノロジーを搭載、②充電時間を約 20%短縮、③IQOS ホルダーにバイブレーター機能を内蔵、

④高輝度白色 LED を採用。 
機能および製品の詳細は、次頁をご参照ください。 
 
IQOS は、2014 年 11 月より名古屋市限定でテスト販売後、2015 年 9 月に 12 都道府県で販売、2016 年

4 月から全国 47 都道府県で販売しております。これまでに IQOS 販売台数は 300 万台以上を突破していま

す。より一層の本物のたばこの満足感を楽しめる「IQOS 2.4 Plus」を発売することによって、IQOS への切替

えをさらに促進していきます。 
 
 

 
 
 

IQOS 2.4 Plus 
 
 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

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 担当：小池/藤原 

TEL：03-3509-1715  E-mail: pmj.press@pmi.com 

 



 【 IQOS 2.4 Plus 新機能概要】  

 
① 世界で も進化したヒートコントロール TM テクノロジー 
 たばこの内側から直接加熱するブレードのコーティング技術の改良により、たばこ

本来の味わいがより一層楽しめます。 
 
 
 

 
 
② 充電時間を 20％短縮 
 もっと自由に快適にお楽しみいただくため、ホルダーを充電する時間が、20％短く

なりました。少ない待ち時間で、すぐにお使いいただけます。 
※今回発売する IQOS 2.4 Plus のホルダーを IQOS 2.4 Plus のチャージャーで充電した場合

のみ。 
 
 
 

③ バイブレーダー機能を搭載 
 加熱開始および加熱終了残り 30 秒を震えて知らせる機能を追加しました。より直

感的に、より便利にお使いいただけます。 
 
 
 
 

 
 
④ 高輝度白色 LED を採用 
 明るい場所でもデバイスのステータスがはっきり見えるように、高輝度 LED を採用

しました。 
 

 

 

 

 【 IQOS 2.4 Plus IQOSキット 製品概要】  

 

製品名 IQOS 2.4 Plus 

価格 10,980 円（希望⼩売価格（税込）） 

内容 

IQOS ホルダー、IQOS ポケットチャージャー、IQOS クリーナーブラシ、専⽤ AC パ

ワーアダプター、専⽤ USB ケーブル、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 

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 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 

販売開始⽇ 2017 年 3 ⽉ 3 ⽇（⾦） 

販売場所 全国 8 店舗の IQOS ストア(仙台、原宿、銀座、名古屋、梅⽥、⼼斎橋、広島、福岡) 
 



 【 IQOSとは 】  

 たばこ葉を燃やさずに加熱 

IQOS は、たばこ葉を燃やすのではなく直接加熱することで、紙巻たばこの嫌な部分をできる限りなくしつ

つ、たばこ葉が持つ本来の味わいと香りを引き出します。周囲の方々を気遣いながらクリーンな形でたば

こを楽しみたいという成人喫煙者向けの、紙巻たばこの代替となる製品です。 

IQOS は、IQOS 専用に開発されたたばこ「ヒートスティック」に含まれるたばこ葉を、 適な温度で燃やさ

ず加熱し、ニコチンを含む風味豊かな「たばこベイパー(蒸気)」を発生させます。 

 IQOS の特長 

IQOSは、火を使わないので、消忘れややけどの心配がなく、燃やさないので

灰も出ず、たばこの煙のニオイもなく、副流煙(使っていないときに、先端から

立ち上る煙)も出ません。口から吐き出されたたばこベイパー(蒸気)も、紙巻

たばこの煙より素早く消えて屋内環境に悪影響を及ぼしません。 
ℇ IQOS にリスクがないというわけではありません。 
ℇ たばこ関連の健康リスクを軽減させる一番の方法は、紙巻たばこも IQOS も両方やめることです。 
!

さらに、IQOS は、歯の黄ばみの主な原因となるたばこの煙が出ず、紙巻たばこの時と比べて黄ばみの程

度が大幅に少ないことが確認されています。* また、IQOS を完全に切替えた多くのユーザーは紙巻たばこ

の時と比べて息がたばこ臭くならなくなったと実感しています。** 
 

 

*スイスで行われた、人の歯および も広く使用されている歯科用コンポジレットレジンに対する、IQOS のたばこベイパー及び実験用標準

紙巻たばこの煙、それぞれの影響を比べる非臨床試験の結果、IQOS のたばこベイパーに 3 週間さらした歯の方が、紙巻たばこの煙にさら

したよりも、黄ばみの程度が大幅に少ないことが確認されました。 

 

**IQOS に完全に切替えた成人喫煙者の 74%が、紙巻たばこの時と比べて息がたばこ臭くならなくなったと実感しています。（2015 年 12 月

から 2016 年 1 月にかけて IPSOS により行われたオンラインリサーチの結果：日本在住、１ヶ月以上 IQOS を所有し、完全に IQOS に切替

えた 820 名の成人喫煙者。） 

 

 有害性成分の測定 – 紙巻たばこの煙との比較 

紙巻たばこの煙と IQOS から発生するたばこベイパーの化学的分析を実施したところ、紙巻たばこの煙と

比較して、IQOS から発生するたばこベイパーに含まれる有害性成分の量が、平均して約 90％低減されて

いることが分かりました。 
 

*平成 16 年 3 月 8 日財務省告示第 109 号、平成 15 年 11 月 20 日財理第 4224 号による文言 

図表および「有害性成分の量を約 90%カット」の表現は、本製品の健康に及ぼす悪影響が他製品と比べて小さいことを意味するものではありません。 

 

*2015 年 10 月時点で、日本で販売されている代表的な 1mg の紙巻たばこ 27 種類・8mg の紙巻たばこ 22 種類と IQOS のたばこベイパーに含まれ

る、国際公衆衛生機関が優先する 9 つの有害性成分の量の比較。 

たばこ葉を加熱した際に発生

する蒸気で、主な成分は水、

グリセリン、ニコチンとなって

います。 

たばこベイパーとは 


