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2020年 11月 25日 

プレスリリース 

フィリップ モリス ジャパン合同会社 

「IQOS(アイコス)3 DUO」から新カラーモデル 

フロステッドレッド、アクセサリーからアイシーブルーを 

2020年 11月 30日（月）から発売開始 
 

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、2

本続けて使える快適な最新モデル「IQOS 3 DUO」から、「IQOS(アイコス)3 DUO フロステッドレッド」と新色のアクセ

サリー「アイシーブルー」を 2020 年 11 月 30 日（月）から IQOS オンラインストアや全国 9 店舗の IQOS ストア※1など

で発売いたします。 

IQOS デザインとしてのプレミアムさを一貫して担保しつつ、自分らしさを最大限表現できるように、濃厚な赤とクリ

アな青の 2色を本体のカラーに採用しています。 

また今回は、アクセサリー（IQOS 3 DUO / 3 ドアカバー、キャップ、シリコーンスリーブ）にも新色「アイシーブルー」

を加え、組み合わせの幅を広げました。 

 

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フィリップ・ルベルは、今回の発表に際し、以下の

ように述べています。 

「これから迎える冬の季節に、自分らしさを IQOS で表現しよう。今回発売する新カラーモデル『IQOS(アイコス)3 

DUO フロステッドレッド』は、そんな思いをデザインに込めた新製品となります。 

本体のデザインは力強い暖かさを表現してくれる濃厚な赤を採用。その暖かさとバランスを取る為に、冷たい空気

を連想させる青と組み合わせることで深まる冬のひと時を彩った魅力あふれる製品になっております。 

また、アクセサリーも「アイシーブルー」という新色が増え、新しい表現が可能となりました。IQOS ストア※2 ではドア

カバーのご購入で、お名前、記念日、メッセージなど、お好きな言葉※3 をドアカバーに刻印する『ドアカバー刻印セッ

ト』を 11月 2日より対象店舗を拡大して販売しておりますので、IQOSユーザー本人だけでなく、周りの IQOSユーザ

ーに贈り物として大切な想いを伝えて頂ければと思います。 

是非、特徴的な色の本新製品と共にこの冬を迎えて頂ければと思います。 

当社はこれからも自分らしいスタイルのご提案を通して、『煙のない社会』を実現してまいります」 

 

※1 2020年 11月 25日時点 

※2 2020年 11月時点では、札幌、銀座、原宿、名古屋、梅田、心斎橋、福岡、仙台の計 8店舗のみで実施しております。今後、他店舗（IQOSオンラインス

トア含む）でも実施する可能性がございます。 

※3 刻印できる文字には制限がございます。詳しくは店舗スタッフにお問い合わせください 
 

製品の詳細は、次頁以降をご参照ください。 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

フィリップ モリス ジャパン PR事務局（㈱ブレインズ・カンパニー内） 

堀越・林田・山田 

MAIL：pmipr@pjbc.co.jp TEL：070-2161-7097  
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IQOS(アイコス)3 DUO フロステッドレッド&アイシーブルー 

「IQOS(アイコス)3 DUO フロステッドレッド＆アイシーブルー」は、2020 年 11 月 30 日（月）より、IQOS オンラインスト

ア、全国 9 店舗の IQOS ストア※2、全国 30 店舗の IQOS ショップ（ヤマダ電機一部店舗）※2、全国 50 店舗の IQOS  

コーナー（ドン・キホーテ系列一部店舗）※2にて発売を開始します。 

※2 上記店舗数は、2020年 11月 25 日時点の店舗数となります。 

製品名 

IQOS(アイコス)3 DUO フロステッドレッド&アイシーブルー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色 本体：フロステッドレッド、アクセサリー（キャップ・ドアカバ―・シリコーンスリーブ）：アイシーブルー 

メーカー 

小売り 

希望価格 

9,980円（税込）、キャップ 1,480円（税込）、ドアカバー980円（税込）、シリコーンスリーブ 980円（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 

・USB Type C ケーブル 

・IQOS クリーニングツール 

・IQOS クリーニングツールスティック（10本入り） 

・ユーザーガイド 

・保証書 

安全性 
IQOSホルダー、IQOSチャージャー、専用 ACパワーアダプター、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。 

設計・ 

デザイン 
スイス 

サイズ 
ポケットチャージャー：46.3(W) x 22.9(D) x 114.7(H) mm 

ホルダー：14.4(D) x 92.3(H) mm 

重さ 
ポケットチャージャー：108g 

ホルダー：22g 

販売場所 

2020年 11月 25日（月） 

 IQOSオンラインストア 

 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)  

 全国 30店舗の IQOSショップ（ヤマダ電機一部店舗） 

 全国 50店舗の IQOS コーナー（ドン・キホーテ系列一部店舗） 

本体 キャップ ドアカバー シリコーンスリーブ 
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ドアカバー刻印セット  

記念日のギフトにぴったりのメッセージを刻印して贈りませんか。また、ご自身のお名前を入れれば、IQOS が特別な

アイテムに！IQOS ストア（※１）では、お名前、記念日、メッセージなど、お好きな言葉（※２）をドアカバーに刻印いただけ

るサービスをセットにした、ドアカバー刻印セットを販売しております。この機会に IQOS ストア上記各店舗まで、ぜひ

足をお運びください。刻印はその場でお入れしておりますので、当日お持ち帰りいただけます（※３）。新色「アイシーブ

ルー」ドアカバーにも刻印いただけます。 

 IQOS 3 DUO ドアカバー＋刻印セット：980円（税込） 

 IQOS 3 DUO メタルドアカバー＋刻印セット 2,980円（税込） 
 
（※１） 2020年 11月時点では、札幌、銀座、原宿、名古屋、梅田、心斎橋、福岡、仙

台の計 8店舗のみで実施しております。今後、他店舗（IQOSオンラインストア含む）で

も実施する可能性がございます。 

（※２） 刻印できる文字には制限がございます。詳しくは店舗スタッフにお問い合わせ

ください 

（※３） 刻印自体の所要時間は数分程度になりますが、混雑状況によっては、お待た

せすることもございますので、予めご了承ください 

 

IQOSについて 

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 800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。最適な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性成分の量

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。 

 

フィリップ モリス インターナショナル：煙のない社会を目指して 

PMJ は、PMI の日本における子会社です。日本で販売される PMI 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 1,900人の従業員を擁し、

日本のたばこ市場で約 34.5％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 位のたばこ会社です（2019

年末現在）。企業ビジョンである「煙のない社会」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- Reduced-Risk Products下記定義参照）を主力に事業活動を加速しています。 

PMI は、「煙のない社会」の実現を目指し、今後もたばこ製品を使い続ける成人喫煙者にとって、公衆衛生の観点か

らの社会全般と様々なステークホルダーにとって意義があり、科学的に立証された代替製品を提供すべく、紙巻た

ばこ全てを煙の出ない製品へと切替えることを目指し、たばこ業界においてトランスフォーメーション（変革）を推進し

ています。PMI は、米国以外の地域において、紙巻たばこ、煙の出ない製品と関連する電子機器・アクセサリー類ま

たその他のニコチンを含む製品の製造と販売を行っています。PMI は、FDA（米国食品医薬品局）が「曝露低減たば

こ製品」として米国内での販売を許可した IQOS(プラットフォーム 1)のデバイスとたばこスティックに関してライセンス

契約を締結しているアルトリア・グループに出荷しています。FDA は、同製品について「曝露低減」のコミュニケーショ

ンを付して販売することは、公衆衛生を促進するために妥当であると判断しました。 

 

PMI は、習慣性がありかつリスクフリーではないものの、紙巻たばこを喫煙し続けた場合と比較してより良い選択肢

である煙の出ない新しい製品カテゴリーの構築や科学的実証を企業活動の主軸としています。多岐の専門分野に

わたる世界有数の製品開発能力や設備、科学的実証能力を有する研究開発センターにより、PMIは、煙の出ない製



4 

 

品が成人喫煙者の好みや厳しい規制条件に合致することすることを目標としています。煙の出ない製品である 

IQOS 製品群には、加熱式たばこやニコチンを含む e ベイパー製品があります。2020 年 9 月 30 日現在、PMI の加

熱式たばこ製品は、IQOS ブランドのもと、世界で 61の市場における主要都市や全国で展開しており、約 1,170万人

の成人喫煙者が喫煙をやめ、PMI の煙の出ない製品へ切替えたと推定されています。PMI のウェブサイト

（www.pmi.com）および PMIサイエンス（www.pmiscience.com）をご覧ください。 

 

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。 


