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IQOSの特長

■  IQOSとは

■  たばこ葉を燃やさずに加熱する次世代のたばこ
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20歳以上の

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スティックに含まれるたばこ葉を、燃や

さずに最適な温度で加熱し、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は、火を使わないので、消し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。さらに、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ます。IQOSは紙巻たばこと比べて、周りの空気に与える影響が少なくなります。

※RRP(リスクを低減する可能性のある製品)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20歳以上の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、紙巻たばこの煙に含まれ

る量と比較して、発生する有害および有害性成分ははるかに少なくなっています。

IQOSホルダー

IQOS
（従来タイプ）

IQOS イルマ プライム / イルマ ホルダー

IQOS ILUMA PRIME
（イルマ プライム）

※たばこベイパーとは、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。

火を使わない 灰が出ない 煙のニオイがない 屋内の空気環境に
悪影響を与えない

2014年、当社初となるRRP※「IQOS（アイコス）」を名古屋とミラノ

で先行発売しました。日本においては、2015年に販売エリアを12

都道府県に拡大し、その後2016年に全国展開での販売を開始し

ました。そして2018年から連続使用を可能にした「IQOS3」シリー

ズを展開、2021年にはスマートコア・インダクション・システム®

搭載のブレードがない構造の「IQUOS ILUMA（イルマ）」が登場し、

ラインナップを拡大しています。現在、IQOS専用たばこスティック

「マールボロ ヒートスティック」「HEETS（ヒーツ）」、IQOS ILUMA

専用たばこスティック「TEREA（テリア）」「SENTIA（センティア）」の

4ブランドをあわせて販売しています。電子／加熱式たばこ、その

他たばこの代替製品は消費財の新しい分野で、先導する当社は最先

端の製品開発力と科学的実証を通して、20歳以上の喫煙者の嗜

好と規制を満たす製品ポートフォリオの構築を目指しています。
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IQOSの特長

現代的なテクノロジーを想起させるような響きとして考え出されました。

アイコスというより短い語数のネーミングによって、人々の覚えやすさ、また言語を問わない発音のしやすさの実現を狙いました。

■  名称の由来

現在スイス、イタリア、ルーマニア、トルコ、韓国、ポルトガル、ドイツ、デンマーク、モナコ、オランダ、ギリシャ、スペイン、

イギリス等でも販売しています（いずれも都市単位展開）。

■  IQOS販売国

■  お客さまの声

ニオイが、ほとんど気にならなくなった
『臭くない』と、

パートナーが側に来てくれるように

今まで車の中で窓をかなり開けたりしながら吸っていた

のですがそれでも煙やニオイはかなり気になっていまし

た。でも、IQOSを使うようになってからは少し窓を開

けておくだけでほとんど気にならなくなりました。(女性

40代)

これまでの煙草が周囲にも自分にも不快な臭いを残して

いた事をIQOSに変えた事で実感しました。何よりもパー

トナーがたばこを吸った直後でも、臭くないとすぐ側に

来てくれるようになったのが嬉しいです。(男性 40代）

火の不始末の心配がない。
部屋の空気もよくなった

においと汚れが、改善された

やはり火を使わないというのは大きいですね。（特にこの

季節は）煙草の火を消したかどうか心配しなくていいで

すから。カーペットや服に焼け焦げを作る事も有りませ

んし。煙草独特の臭いが無いので部屋の空気がよくなっ

た気がします。たまに友人が遊びに来て普通の煙草を

吸っていくと「自分はこんな臭いのキツい部屋でずっと

過ごしていたんだ。」と思います。(男性 40代)

以前のたばこを吸うと、髪の毛や衣服、部屋のクロスや

家具にべったりヤニがつき、長年蓄積された臭いと汚れ

に悩まされていましたが、IQOSに代えてかなり改善さ

れました。直後でない限り臭いも残っていないし、他人

に迷惑をかけるのが少なくなったように思います。(男性 

60代)
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IQOSの概要

IQOSにはスマートコア・インダクション・システム®搭載によりブレードがない構造のデバイス「IQOS イ
ルマ」シリーズ※と、従来のブレードがある構造の「IQOS」シリーズの2種類があります。
※IQOSイルマ専用たばこスティックには飲み込むと大ケガにつながりかねない尖った金属片が含まれているため、
　飲み込んだり分解したりせず、お子様の手の届かない所で管理してください。

新たに加わったスマートコア・インダクション・システム®搭載タイ

プ。IQOS イルマ専用たばこスティックに内蔵された誘熱体によ

り、内側からたばこ葉を加熱するため、使用後のクリーニングが不

要に。さらに内側から直接たばこ葉を加熱することで、ふくよかな

蒸気（たばこベイパー）と、しっかりした吸いごたえが実現しました。

従来のブレードがあるデバイス。2本連続使用ができるように

なった「IQOS 3 DUO」に加え、待ち時間ゼロで10本連続使用

と50gの最軽量を実現した「IQOS 3 MULTI」の2種類があ

り、より一層選択肢が広がりました。

IQOS 3 デバイスは販売を終了しています。専用たばこス
ティック21銘柄は継続してご購入いただけます。
※マールボロ ヒートスティック フュージョン メンソール、ヒーツ 
ピュア ティークは在庫がなくなり次第、販売を終了します。
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IQOSの概要

IQOS イルマIQOS イルマ プライム

 IQOS ILUMA（イルマ）

専用のたばこスティックに内蔵された誘熱体が、

たばこ葉を内側から直接加熱します。新型の

IQOS イルマ専用として設計されたブレードが

無いデバイスのための新しい加熱技術です。

スマートコア・
インダクション・
システム®

IQOSイルマから新たに搭載されたスマートコア・インダクション・システム®は、IQOSイルマとスマートコ
アスティック®の2つの組み合わせで新しいたばこ体験を提供します。いずれもIQOSイルマ専用に設計さ
れたもので、クリーニングも不要です。

先端をフロントシールで密閉することで残りかすの落下を防ぎ、使用後のホルダーを

清潔に。ステンレスでコーティングされた金属製の誘熱体によって、ブレードがなく

ても内側からの加熱が可能に。さらに、特別にブレンドした葉と、TEREA （テリア）

スティックに搭載されたエアフローチャンバーによって、たばこ本来の旨みを逃すこ

となく、ふくよかな蒸気 （たばこベイパー）を実現しました。

※「スマートコアスティック®には飲み込むと大ケガにつながりかねない尖った金属片が含まれてい
るため、飲み込んだり分解したりせず、お子様の手の届かない所で管理してください。詳しくは
jp.iqos.comをご覧ください。

■ スマートコアスティック®の構造

IQOS イルマ専用たばこ 「TEREA （テリア）」および 「SENTIA （センティア）」は、たばこ葉を使用しています。財務省管轄のたば

こ事業法の 「製造たばこ」であり、たばこ税法上 「加熱式たばこ」として認可されています。

従来の紙巻たばことは全く異なる製品で、厳選された最高品質のたばこ葉を使用し、特別製法によるブレンドと圧縮が施された

IQOS イルマ専用のたばこです。現在、 「TEREA」ブランドより16種類、「SENTIA」ブランドより12種類を提供しています。

（※2022年11月末時点）

IQOSイルマの充電には、携帯性に優れ手に馴染むデザインのポケット

チャージャーを使用。充電サイクルは20回ごと、135分でフル充電が

可能です。本体にプレミアムなアルミニウムを採用したIQOS ILUMA 

PRIME （イルマ プライム）と、慣れ親しんだIQOS 3 DUOの形状を継承

したIQOS ILUMA （アイコス イルマ）を用意しています。

■  IQOS イルマ専用たばこ TEREA（テリア）／SENTIA（センティア）

■  IQOS イルマポケットチャージャー
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IQOSの概要
▼  商品名・価格 IQOS ILUMA PRIME （イルマ プライム） ／ 9,980円 （税込）

  IQOS ILUMA  （イルマ） ／ 6,980円 （税込） 
  IQOS ILUMA ONE （イルマ ワン） ／ 3,980円 （税込） 

▼   キット内容  IQOSホルダー、IQOSポケットチャージャー、専用ACアダプター、専用USBケーブル、
  ユーザーガイド 

▼  色 

▼  安全性  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。

▼   耐久性 ユーザーガイドに基づいた使用で、1年間は継続的に性能を発揮できるよう設計されています。

■  IQOS イルマ製品概要 ※2022年11月時点　以下はすべてメーカー希望小売価格

■  IQOS イルマの使い方

初めて使用する際には、デバイスを
専用チャージングケーブルとパワーア
ダプターに繋いでフル充電してくださ
い。（フル充電には約135分間かかり
ます。IQOS イルマも同様に充電して
ください。）

ホルダーが振動し
ライトが点灯する
と、ご使用いただけ
ます。

フィルター上に印刷された線まで、
スマートコアスティック®をホル
ダーに挿入します。ホルダーが振
動してライトが点滅するとオート
スタート（自動的に加熱開始）の合
図です。または、ボタンを最短で
も1秒間長押しすると加熱が始ま
ります。

残り30秒間または
残り二口になると、
ホルダーが振動し、
白いライトが点滅し
ます。

使用済みのスマー
トコアスティック®
を取り出します。ス
ティックの使用回
数が残っている際
に取り出した場合
は加熱が停止し
ます。

ポケットチャージャーの
充電

使用開始

スマートコアスティック®
の挿入

終了前の通知 スマートコアスティック®
の取り出し

1

3

2

4 5

 IQOS ILUMA（イルマ）

続けて使用する場合は、2に戻る。2本使い終わった後は1に戻り、ホルダーを充電する。

※ 「オートスタート」や 「ダブルタップ」（スマートジェスチャー）機能が失われても、製品自体の性能には影響を及ぼしませんので、引き続き同製品をご使用ください （保証対象外）

イルマ プライム

イルマ

イルマ ワン

ジェイドグリーン、ゴールドカーキ、
オブシディアンブラック、ブロンズトープ （計4色）

モスグリーン、ペブルベージュ、ペブルグレー、アズールブルー、
サンセットレッド （計5色）

ペブルベージュ、ペブルグレー、モスグリーン、
アズールブルー、サンセットレッド （計5色）
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IQOSの概要

IQOS 3 DUOは「IQOSホルダー」と「IQOSポケットチャージャー」で構成されています。スイスで開発
され、世界各国から届く高品質のパーツを使ってマレーシアで組み立てられています（IQOS 3 MULTIは
除く）。IQOS専用たばこスティックは海外の工場で製造されています。

IQOS専用に開発されたたばこ「IQOS専用たばこスティック」をIQOSホルダーに挿

しこみ、ホルダー内の加熱ブレードによって燃やさず加熱します。たばこ葉の温度は

300度以下です※  。

温度を正確に制御するマイクロチップによって、ユーザーガイドに記載されている通常

使用時にはどのように使用しても燃焼に至らないように設定されています。

■  IQOSホルダーの構造

IQOS専用たばこスティックは、たばこ葉を使用しています。財務省管轄のたばこ事業法の 「製造たばこ」であり、たばこ税法上  

「加熱式たばこ」として認可されています。

従来の紙巻たばことは全く異なる製品で、厳選された最高品質のたばこ葉を使用し、特別製法によるブレンドと圧縮が施された

IQOS専用のたばこです。現在、マールボロ ブランドより12種類、ヒーツブランドより11種類を提供しています。（※2021年7月時点）

手触りのよい流麗なデザインを持つ、携帯性に優れたIQOSポケットチャージャー。約90分

でフル充電し、1回の充電でIQOSホルダーを約20回 (IQOS専用たばこスティック1箱分)

使用することが可能です。

■  IQOS専用たばこスティック

■  IQOSポケットチャージャー

※ 参考　通常の紙巻たばこの燃焼温度は、800度以上

金とプラチナを採用し、セラミックでコーティン

グ。ブレードを常に適温にコントロールすること

で、火を使わず、たばこを緩やかに加熱します。

加熱
ブレード

たばこの味わいを引き出す最適加温に加熱ブ

レードをコントロールするソフトウェアです。
マイクロ
チップ

IQOS 3 DUO
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IQOSの概要
▼  商品名 IQOS 3 DUOキット 

▼   価格 6,980円 （税込） (メーカー希望小売価格) 

▼   キット内容  IQOSホルダー、IQOSポケットチャージャー、専用ACアダプター、専用USBケーブル、
  専用クリーナーブラシ、ユーザーガイド 

▼  色 フロステッドレッド、ブリリアントゴールド、ウォームホワイト、ステラ―ブルー、
  ベルベットグレー （計5色）

▼  安全性  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。

▼   耐久性 ユーザーガイドに基づいた使用で、1年間は継続的に性能を発揮できるよう設計されています。

■  IQOS製品概要

■  IQOSの使い方

ドア下部を押してド
アを開いてください。
ホルダーを装填し、
ドアを閉じると充電
を開始します。
●ホルダーステータ
スライトが白色に点
灯したら充電完了。

ホルダーが2回振動
し、ライトが白色の
点灯に変わると準備
OK。

IQOS専用たばこス
ティックをフィルター
に印刷された線まで
ねじらずまっすぐ入
れる。

残り30秒になると、
ホルダーが2回振動
し、ライトが白色に
点滅。

ホルダーが振動し
ライトが白色に点
滅するまで、ホル
ダーボタンを長押
し。

ライトが消えた
ら、キャップを上
方向にスライド
し、IQOS専用た
ばこスティックを
ねじらずまっすぐ
取り出します。

ホルダーを充電する

準備OK！

たばこスティックを入れる

終了前のお知らせ

加熱する

たばこスティックの取り出し

1

4

2

5

3

6

IQOS 3 DUOをご使用の場合 　 続けて使用する場合は、2に戻る。2本使い終わった後は1に戻り、ホルダーを充電する。

IQOS 3 DUO
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たばこ製品との違い

■  紙巻たばことの違い

加熱式たばこ「IQOS」は、電子たばこではありません。

■  加熱式たばこと電子たばこの違い

加熱式たばこ「IQOS」は禁煙補助剤ではありません。

周囲の方々に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20歳以上の喫煙者向けの、紙巻たばこの代替となる製品です。

■  加熱式たばこIQOSは禁煙のための製品ですか？

加熱式たばこ

▼ IQOS専用たばこスティックはたばこ葉を使用しているので、財務省管轄の
　 たばこ事業法の「製造たばこ」です。 

▼  たばこ葉を電気で加熱して、ニコチンを含むたばこベイパー(蒸気)を発生させます。

電子たばこ

▼ たばこ葉を使用せず、フレーバーの入ったリキッドと呼ばれる溶液を電気で加熱し、
 　発生する蒸気を吸いこむ製品です。

▼ たばこ葉が使われていないので、たばこ事業法の「製造たばこ」ではありません。

▼ 日本で販売されている電子たばこは、ニコチンを含みません※。

※ ニコチンを含む電子たばこは、厚生労働省管轄の旧薬事法に基づく承認(有効性や安全性などの確認)が

　 必要ですが、これまで国内で承認された製品はありません。

燃焼

副流煙

ニコチン

灰

におい

吸い口

たばこ葉使用

たばこの味わい

加熱

出ない

含む

出ない

少ない

紙フィルターを使用

使う

たばこの味がある

燃焼

出る

含む

出る

ある

紙フィルターを使用

使う

たばこの味がある

IQOS 紙巻たばこ

(使わないときに出る煙)
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製品ラインナップ

■  IQOSデバイス ※価格は2022年11月時点　以下はすべてメーカー小売希望価格

IQOS ILUMA PRIME 
（イルマ プライム）

¥9,980（税込）

IQOS ILUMA
 （イルマ）

¥6,980 （税込）

IQOS ILUMA ONE 
（イルマ ワン）

¥3,980 （税込）

IQOS イルマのフラッグシップモデル。
デザインにこだわり抜き、
かつてない上質感を実現。

IQOS イルマの
スタンダードモデル。

IQOS イルマのコンパクトモデル。
オールインワン型で持ち運びにも便利。

IQOS 3 DUO
¥6,980（税込）

IQOS 3 MULTI
¥4,980（税込）

待ち時間ゼロで10本連続使用できる、
最軽量50gのオールインワン型。

2本連続で使用できる、
IQOSモデル。

IQOS 3 デバイスは販売を終了していま
す。専用たばこスティック21銘柄は継続
してご購入いただけます。
※マールボロ ヒートスティック フュージョン メ
ンソール、ヒーツ ピュア ティークは在庫がなく
なり次第、販売を終了します。
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製品ラインナップ

■  スマートコアスティック®  （IQOS イルマ専用） ※2022年11月末時点

ルビー レギュラー

ウォーム・レギュラー

レギュラー

メンソール

フレーバー系メンソールフレーバー系レギュラー

レギュラーに濃厚なベリーの香り

レッドベリーの香り

ヘーゼルナッツの香り

ウッディな香り、まろやかな味わい

ブラック・イエロー・メンソール
強冷メンソールと弾けるシトラスの爽快感

シトラスの
香り

TEREA
（テリア）

16銘柄

ディープ・ブロンズ
濃厚なコクとうまみ

強さ

コク

香り

コク

香り

メンソール感

コク

香り

メンソール感

ピュア・ティーク
やさしい味と香りの
絶妙なハーモニー
強さ

コク

香り

アイシー・ブラック
冴えわたる
強冷メンソール

アイシー・パープル
ほのかに香る
強冷メンソール

バランスド・イエロー
まろやかなうまみと香り

強さ

コク

香り

クリア・シルバー
軽やかな後味

強さ

コク

香り

コク

香り

メンソール感

クール・ジェイド
心地いい
清涼メンソール

コク

香り

メンソール感

フレッシュ・パープル
ほのかに香る
フレッシュメンソール

コク

香り

メンソール感

フレッシュ・エメラルド
ほのかに爽やかな
メンソール

コク

香り
メンソール感

フロスト・グリーン
深みある
爽快メンソール

コク

香り

メンソール感

シトラス・グリーン
後味すっきり
シトラスメンソール

コク

香り

メンソール感

トロピカル・イエロー
酸味爽快、
フルーティーメンソール

レギュラー メンソール フレーバー系メンソール
SENTIA
（センティア）

12銘柄
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製品ラインナップ

■  新構造、スマートコアスティック®

誘熱体
ホルダーからたばこへの無駄のない
熱伝導を可能にするために、たばこ
スティックの内側にステンレスでコー
ティングされた金属製の誘熱体を内
蔵しています。

エアーフローチャンバー
適度な量のたばこベイパー（蒸気）が
たばこスティック内を通過する機能
を果たし、満足感と吸いやすさを実
現します。

冷却プラグ
たばこベイパー（蒸気）の温
度を下げ、過度な加熱を防止
します。セルロースアセテー
トで構成され、最適な冷却効
果を実現しました。

保護ペーパー
新開発の保護ペーパーは、使用後の匂い
を軽減し、よりクリーンで快適なたばこ体
験を実現します。

フロントシール
スマートコアスティック®の先端は
フロントシールで密閉。この構造によ
り、たばこの残りかすが落ちることを
防ぎ、使用後のホルダーもいつでも
清潔に保つことができます。

たばこ部分
厳選されたたばこ葉を丁寧
に挽き、特別にブレンドしま
した。煙の出ない加熱式た
ばこ体験をお届けします。
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製品ラインナップ

■  ヒートスティック（IQOS 3 DUO / IQOS 3 MULTI）

レギュラー メンソール フレーバー系メンソール

リッチ レギュラー
リッチに極まる
旨みと吸いごたえ。
香り

コク

強さ

レギュラー
たばこ本来の
濃く深い味わい。
香り

コク

強さ

スムース レギュラー
深みある旨みと
スムースな後味。
香り

コク

強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

バランスド レギュラー
たばこ葉の旨みと香りの
絶妙なバランス。
香り

コク

強さ

ブラック メンソール
強烈メンソールの
ハイクーリングな味わい。

メンソール
キレのあるメンソールで
突き抜ける爽快な味わい。

ミント
ほのかなミントの香りと
爽やかな味わい。

パープル メンソール
芳醇な香りと
艶やかな清涼感。

フュージョン メンソール
3種フレーバーと
爽快メンソール。

香り

コク
メンソールの
強さ

イエロー メンソール
シトラスが香る
爽快メンソール。

香り

コク
メンソールの
強さ

ブライト メンソール
繊細な果実の香り、
爽快メンソール。

香り

コク
メンソールの
強さ

トロピカル メンソール
フルーティーな
清涼メンソール。

レギュラー メンソール フレーバー系メンソール

ディープ ブロンズ
濃厚なコクとうまみ

香り

コク

強さ

ピュア ティーク
やさしい味と香りの
絶妙なハーモニー
香り

コク

強さ

バランスド イエロー
まろやかなうまみと香り

香り

コク

強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

コク
メンソールの
強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

香り

コク
メンソールの
強さ

クリア シルバー
軽やかな後味

香り

コク

強さ

フロスト グリーン
深みある
爽快メンソール

クール ジェイド
心地いい
清涼メンソール

フレッシュ エメラルド
ほのかに爽やかな
メンソール

フレッシュ パープル
ほのかに香る
フレッシュメンソール

シトラス グリーン
後味すっきり
シトラスメンソール

アイシー ブラック
冴えわたる
強冷メンソール
香り

香り

コク
メンソールの
強さ

トロピカル イエロー
酸味爽快。
フルーティーメンソール

マールボロ
12銘柄

ヒーツ
11銘柄

※マールボロ ヒートスティック フュージョン メンソール、ヒーツ ピュア ティークは在庫がなくなり次第、販売を終了します。
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IQOSの販売場所・サポート

IQOSストア 銀座
東京都中央区銀座2-4-18
TEL:03-3538-5785
オープン：2017年3月3日

東京都渋谷区神宮前1-13-18
TEL. 03-5413-7100
オープン：2015年11月16日

IQOSストア 原宿

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-3
TEL. 06-6212-5800
オープン：2021年8月18日

IQOSストア 心斎橋

IQOSストア 札幌
北海道札幌市中央区北1条西3-3
敷島北一条ビル1階、2階
TEL : 011-223-2737
オープン：2020年12月18日

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4 
名鉄百貨店本店メンズ 館1階
TEL. 052-589-3156
オープン：2014年11月4日

IQOSストア 名古屋

広島県広島市中区本通8-33
TEL. 082-541-5808
オープン：2021年8月18日

IQOSストア 広島

大阪府大阪市北区茶屋町15-31
TEL. 06-6377-5015
オープン：2015年12月17日

IQOSストア 梅田

福岡県福岡市中央区大名2-1-10
TEL. 092-718-2727
オープン：2016年4月25日

IQOSストア 福岡

IQOSとIQOS専用たばこスティックは、 現在、 以下の場所で販売しています。

■  販売場所

20歳以上の喫煙者の方々にIQOSという製品が持つ魅力を充分に

ご理解いただくべく、旗艦店「IQOSストア」を全国6都道府県で8

店舗展開しています。

IQOSキットやIQOS専用たばこスティックの販売はもちろん、

IQOSを体験できる専用ラウンジや、IQOSを楽しみながら理解い

ただけるコンテンツを用意。一部店舗では、会員登録をして頂い

た20歳以上の喫煙者向けのプレミア・ラウンジも設置しています。

さらに、IQOSのメンテナンスや修理・故障にも対応しています。

アフターサポートは、お電話・チャット・メールにてお問合せ対応をしております。

　 ▼ IQOSサポートページURL ： https://jp.iqos.com/support

　 ▼  IQOSカスタマーセンター ： フリーダイヤル 0120－190517 (営業時間 9:00～21:00) 

■  IQOSストア

■  電話やチャット・メールでもIQOSユーザーをサポート

■  IQOSストア一覧

▼ IQOSオンラインストア

▼ 全国8店舗のIQOSストア

▼ 全国のIQOSショップ （ヤマダ電機一部店舗） ※2022年11月末時点

IQOSストア 札幌

▼  全国のIQOSコーナー （ドン・キホーテ一部店舗）

▼ （在庫状況に応じて） 順次選定されるたばこ取扱店

▼ コンビニエンスストア
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IQOSの販売状況

世界のIQOSユーザーは順調に拡大し、2022年9月30日時点で1,950人を突破しました。また、煙の出ない製品の

PMI総売上高に占める割合は年々増加し、約30%を占めています。 （※2022年9月30日時点）

■  世界のIQOSユーザー数は1,950万人を突破

IQOS及び専用たばこスティックの売上は2020年以降も順調に拡大

世界のIQOSユーザーは1,950万人を超え、
全世界で1,350万人の成人喫煙者が喫煙をやめ
加熱式たばこに切替えたと推定　

1,350万人※
960万人※

690万人※

1,950万人

世界の
IQOSユーザー数

※

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IQOS
発売

IQOS 2.4
発売

紙巻たばこの喫煙から、
PMIの煙の出ない製品へ
切替えたユーザー数 （推定）

全世界で

（2022年9月30日時点）

1,350万人

IQOS 3
発売

IQOS 3 DUO
発売

IQOS 2.4 PLUS
発売

IQOS ILUMA
発売

※2022年9月30日時点

※第3四半期決算資料（2022
年10月30日発表）より抜粋
※世界のIQOSユーザー数：7
日間のうち5％以上IQOSを
使っている成人喫煙者のユー
ザー推定数
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KT&Gとの提携・製品について

PMJは、2020年1月に締結・発表したPMIと韓国の大手たばこ企業KT＆G間のグローバルな協働に関する合意にともない、

2020年10月26日よりKT&G製品の日本における販売を宮城県ならびに福岡県で開始しました。2021年2月15日から販売エ

リアを全国に拡大しています。  

KT&G製の煙の出ない加熱式たばこ機器lil HYBRID™ （リル ハイブリッド™）は、煙の出ない加熱式たばこで、たばこスティックと

リキッドを組み合わせた新しいテクノロジーを搭載しています。たばこスティックの吸いごたえとリキッドによるベイパーが新たな

満足感を提供します。

今回のKT&Gとの協働と対象商品の日本市場への導入は、企業ビジョンである「煙のない社会」を実現するためにこれまでPMIが

加熱式たばこ製品ポートフォリオにおいて推進してきた拡大と多様化戦略に沿うものです。

■  KT&G製の煙の出ない加熱式たばこ機器 lil HYBRID™（リル ハイブリッド™）の
全国販売を開始

■  デバイス lil HYBRID™（リル ハイブリッド™）

■  製品仕様（専用たばこスティック及びリキッドカートリッジ）

リキッドが生み出す味わい
満足感（全フレーバー共通）

リキッドカートリッジ

スムースな吸いごたえ クーリングな爽快感

鮮やかでフルーティー
ミントが香る、
強メンソール

MIIX  レギュラー MIIX  アイス

MIIX  ミックス MIIX アイス プラス

20本入り 20本入り

20本入り
20本入り

▼  色　：

▼ 価格 ：

▼ 重量 ：

▼ 特長 :

コバルト・ブルー、マット・ブラック、
メタリック・ブロンズ、プリズム・ホワイトの4種

3,980円 （メーカー希望小売価格）

95g （カートリッジ除く）
● オートスタート：たばこスティックを差し込むと自動的に加熱がスタート
● クリーニング不要：定期的なお手入れは不要、クリーニング無しで楽しめる
● ディスプレイ：使える回数やリキッド残量などを表示
● 連続使用：フル充電で20本、一度に3本まで連続使用可能
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