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たばこ用デバイス「プルーム・テック・プラス」
「プルーム・エス」及び
専用たばこカプセルの Ploom オンラインショップ及び全国 Ploom 専門店での販売について

当社は、低温加熱型のたばこ用デバイス「プルーム・テック・プラス」及び高温加熱型の
たばこ用デバイス「プルーム・エス」並びに専用たばこカプセルを、１月 29 日より、Ploom
オンラインショップ及び全国 Ploom 専門店で販売開始することとなりました。
これにより、
当社が販売する加熱式たばこ用デバイスは、発売中の低温加熱型の「プルーム・テック」と
合わせて３ラインアップの展開となります。
なお、本件による当社グループの当期連結業績への重要な影響はありません。
詳細については、添付の「Press Release」をご覧ください。
（添付）Press Release
『プルーム』に２つの新製品が加わり、３ラインアップ展開に！
加熱式たばこは温度で選ぶ時代へ！１月 29 日より販売開始
低温加熱型 「プルーム・テック・プラス」・高温加熱型 「プルーム・エス」

以

本資料は投資家の皆様への公平な情報提供を目的として作成したものです。
お客様への販売促進又は喫煙を促す目的ではありません。
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『プルーム』に 2 つの新製品が加わり、3 ラインアップ展開に！

加熱式たばこは温度で選ぶ時代へ！1 ⽉ 29 ⽇より販売開始
低温加熱型 「プルーム・テック・プラス」

⾼温加熱型 「プルーム・エス」

JT は、低温加熱型のたばこ⽤デバイス「プルーム・テック・プラス」及び⾼温加熱型のたばこ⽤デバイス「プルーム・エス」
を、1 ⽉ 29 ⽇（⽕）より、Ploom オンラインショップ及び全国 Ploom 専⾨店で販売開始します。これにより、JT が販
売する加熱式たばこ⽤デバイスは、発売中の低温加熱型の「プルーム・テック」と合わせて 3 ラインアップの展開となりま
す。
発売中の低温加熱型「プルーム・テック」は、“たばこの煙のにおいがしない”、“⼿軽に楽しめる”等、お客様から⼤変ご
好評をいただいております。
このたび JT は、多様なお客様の満⾜を追求するために、低温加熱型の特徴を維持しながらも、しっかりとした吸いご
たえが愉しめる「プルーム・テック・プラス」、そして紙巻たばこのメビウスらしい味わいを愉しめる⾼温加熱型の「プルーム・エ
ス」を新発売します。JT は、「プルーム・テック」を含めたプルームブランド 3 ラインアップの展開によって、加熱式たばこの愉
しみ⽅の多様な選択肢をお客様へ提供していきます。


加熱式たばこは”温度”で選ぶ時代へ

これまで加熱式たばこは、紙巻たばことの⽐較の中で、“健康懸念物質が少ない”、“燃焼にともなう煙がない”等と「低
温加熱型」と「⾼温加熱型」を分けず、ひとくくりに捉えられていました。しかし、同じ加熱式たばこでも、加熱する“温度”
によって特徴は異なります。JT では特徴の違いによってお客様が加熱式たばこ製品を選択いただけるように「低温加熱
型」と「⾼温加熱型」の２つのカテゴリーの製品をラインアップしました。



におい・健康懸念物質がより少ない「低温加熱型」と、より紙巻たばこらしい味わいの「⾼温加熱型」
JT の「低温加熱型」は、たばこ葉を燃やさず、⾼温で直接加熱もしないことにより、紙巻たばこと⽐較し、におい 1％

未満*1、健康懸念物質 99％以上カット*2 を実現しました。特に、そのにおいの少なさから、においの付着が気になるよう
な空間や、周囲に⼈がいるようなシチュエーションでの使⽤でも、配慮をしながら愉しむことができる製品です。
「⾼温加熱型」は、紙巻たばこと⽐較してにおいや健康懸念物質をカットしつつ、際⽴つたばこ葉のうまみを実現しまし
た。そのため、馴染みのある紙巻たばこに近い味わいで愉しむことができる製品です。



低温加熱型デバイス「プルーム・テック・プラス」
 吸いごたえをプラスした低温加熱型
JT 独⾃の「低温加熱⽅式 TM」を採⽤した低温加熱型の製品。「プルーム・
テック」のにおいの少なさはそのままに、たばこ葉とたばこベイパーを増量し、「プル
ーム・テック」以上の吸いごたえを実現しました。「プルーム・テック」は、多彩なフレ
ーバーとクリアなたばこの味わいが特徴ですが、「プルーム・テック・プラス」は、たば
こらしい、奥深い味わいをお求めのお客様に適した製品です。
 におい 1％未満*1、健康懸念物質 99％以上カット*2 はそのままに
同じ低温加熱型である「プルーム・テック」と同等レベルで、においや健康懸念
物質を低減しました。吸いごたえを向上させながらも、低温加熱型が持つ特徴
を維持することに成功しました。飲⾷店等の周囲に⼈が多い場所や、⾞の中等
でも周囲に配慮しながらお愉しみいただけます。



⾼温加熱型デバイス「プルーム・エス」


メビウスらしい味わいの⾼温加熱型
JT 独⾃の「リアル⾹味製法」と、最適な加熱温度設定により、たばこ葉のう

まみを際⽴たせ、国内紙巻たばこ NO.1*3 ブランドのメビウスらしい“クセが無
く”、でも“うまみがあり”、“飽きのこない”味わいをお届けします。


⾼温加熱型特有のにおいも低減
周囲に配慮した⼼地よい⼀服であるために、紙巻たばこに⽐べにおいを⼤

幅に減らしたのはもちろんのこと、味わいを阻害する⾼温加熱型特有のにおい
も抑えました。なお、紙巻たばこと⽐較し、におい 5％未満*1、健康懸念物質
90％以上カット*2 を実現しました。
*1：嗅覚検査に合格して⼀般的な嗅覚をもつことが確認されている６名による三点⽐較式臭袋法に基づく判定。紙巻たばこの煙とプルーム・テック/プルーム・テック・プラス/プルー
ム・エスのたばこベイパー（たばこ葉由来の成分を含む蒸気）を無臭の空気で希釈し、それぞれ⼊った袋のにおいをかぎ、「ちょうどにおいがしなくなる希釈倍数」を統計的に数値化し
た。
*2：本製品の使⽤に伴う健康へのリスクが紙巻たばこと⽐べて⼩さいことを説明するものではありません。紙巻たばこの煙 1 パフとプルーム・テック/プルーム・テック・プラス/プルーム・エ
スのたばこベイパーの 1 パフに含まれる、WHO がたばこ煙中の含有量を優先して低減すべき物質として選択している 9 物質の量を⽐較。紙巻たばこは、試験⽤標準紙巻たばこ
(3R4F)を選定。
*3：2019 年 1 ⽉時点、JT 調べ

■ 製品概要 「プルーム・テック・プラス」


「プルーム・テック・プラス」スターターキット

本体バッテリーと充電機器等を内包するスターターキット。
Ploom オンラインショップ及び全国 Ploom 専⾨店にて販売。
［加熱型］

低温加熱型（約 40℃*1）

［価格］

4,980 円（税込）

［発売⽇］

2019 年 1 ⽉ 29 ⽇（⽕）
2019 年 1 ⽉ 25 ⽇（⾦）より、Ploom ブランドサイト内の専⽤ページにて Ploom 専⾨店での購
⼊予約を開始

［内容物］

バッテリー、カートリッジカバー＋カプセルホルダー、AC アダプター、マイクロ USB ケーブル

［カラー］

⿊・⽩の定番カラー2 ⾊*2

*1：使⽤時のたばこカプセル内の温度が約 40℃です。
*2：今後、新たなカラーバリエーションも販売予定



製品スペック表
デバイス スペック

フル充電時の使⽤可能パフ数
（カプセル本数）
1 カプセルあたりパフ数

ボタン

Ploom TECH

Ploom TECH+

約 250 パフ（カプセル 5 本）

約 250 パフ（カプセル 5 本）

約 50 パフ

約 50 パフ

（最⼤ 120 秒＝2.4 秒／1 パフ×50 パフ）

（最⼤ 120 秒＝2.4 秒／1 パフ×50 パフ）

無し
（吸引による電源オン）

有り
電源オン・オフ、カプセル交換通知解除
（吸引中のボタン操作は不要）

LED ⻘ 40 回点滅

LED ⻘・紫 40 回点滅

（点滅終了後、使⽤可能）

（点滅中に 3 秒間ボタン押下で使⽤可能）

バッテリー残量通知

⻘→⾚(0%)

⻘（>21%）紫（20-1%）⾚(0%)

充電時間（フル充電）

約 90 分

約 90 分

充電⽅式

専⽤ USB チャージャー

マイクロ USB ケーブル

カプセル交換通知



「プルーム・テック・プラス」専⽤リフィルラインアップ
銘柄名

メビウス・マイルド・ブレ

メビウス・ロースト・ブレ

メビウス・コールド・ミン

メビウス・クリア・ミント・

ンド・フォー・プルーム・

ンド・フォー・プルーム・

ト・フォー・プルーム・

フォー・プルーム・

テック・プラス

テック・プラス

テック・プラス

テック・プラス

価格（税込）

500 円

内容物

たばこカプセル 5 本、カートリッジ 1 本⼊り

味⾹りタイプ

＜レギュラータイプ＞

＜レギュラータイプ＞

＜メンソールタイプ＞

＜メンソールタイプ＞

マイルドなたばこの味

⾹ばしいたばこの味わ

ジャパンミント由来の

ペパーミント由来の爽

わいに溶け込む、爽や

いに調和する、奥深

氷冷感に、キレのある

快感に、ほのかな⽢

かなうまみのアクセント

いコクのアクセント

刺激のアクセント

みのアクセント



製品概要 「プルーム・エス」


「プルーム・エス」スターターキット

本体デバイスと充電機器等を内包するスターターキット。
Ploom オンラインショップ及び全国 Ploom 専⾨店にて販売。
［加熱型］

⾼温加熱型（約 200℃*1）

［価格］

7,980 円（税込）

［発売⽇］

2019 年 1 ⽉ 29 ⽇（⽕）
2019 年 1 ⽉ 25 ⽇（⾦）より、Ploom ブランドサイト内の専⽤ページにて Ploom 専⾨店での購
⼊予約を開始

［内容物］

デバイス、AC アダプター、マイクロ USB ケーブル、クリーニングブラシ

［カラー］

⿊・⽩の定番カラー2 ⾊、及び”NUANCE OF LIFE”をコンセプトにしたカラーバリエーション 6 ⾊*2

*1：使⽤時のたばこスティック内の温度が約 200℃です。
*2：1 ⽉ 29 ⽇時点では、「SUPPLE CLAY」と「UNIQUE AMBER」の 2 ⾊を販売



製品スペック表

デバイス スペック

Ploom S

加熱待ち時間

約 40 秒*1

1 本あたり使⽤可能時間

約 3 分 30 秒*2

1 本あたりパフ回数

14 回*2

連続使⽤可否

可*3

フル充電時の使⽤可能本数

約 10 本

フル充電までの待ち時間

約 90 分

*1：最⼤ 50 秒（使⽤環境温度によって変動）
*2：使⽤可能時間もしくはパフ回数のどちらかに達した場合に終了
*3：使⽤環境によっては待ち時間が発⽣します
連続使⽤に伴うデバイス温度上昇による低温⽕傷回避のため、連続使⽤本数が制限される場合あり



「プルーム・エス」専⽤リフィルラインナップ

銘柄名

メビウス・レギュラーテイスト・

メビウス・メンソール・フォー・

メビウス・メンソール・クールエフ

フォー・プルーム・エス

プルーム・エス

ェクト・フォー・プルーム・エス

価格（税込）

480 円

内容物

たばこスティック 20 本⼊り

味⾹りタイプ

＜レギュラータイプ＞

＜メンソールタイプ＞

＜メンソールタイプ＞

豊かなコクが広がる

キレのある

爽やかな

上質な味わい

強烈メンソール

冷涼メンソール



プルーム 3 製品⽐較表

加熱⽅式

低温加熱型

⾼温加熱型

プルーム・テック

プルーム・テック・プラス

プルーム・エス

約 30℃

約 40℃

約 200℃

「驚くほど、クリーンで⼿軽な

「吸いごたえをプラスした

「紙巻たばこのメビウスらしい味

低温加熱型」

低温加熱型」

わいを愉しめる⾼温加熱型」

なし

なし

約 40 秒

約 50 パフ

約 50 パフ

3.5 分/14 パフ

可

可

可

約 5 カプセル

約 5 カプセル

約 10 本

約 90 分

約 90 分

約 90 分

3,000 円

4,980 円

7,980 円

490 円

500 円

480 円

製品名称

製品画像

製品に関する温度*1

製品特徴

加熱待ち時間

リフィル交換タイミング

連続使⽤可否
フル充電時の
使⽤可能リフィル数
フル充電までの待ち時間
デバイススターターキット価格
（税込）
リフィル価格（税込）
*1：使⽤時のたばこカプセル、たばこスティック内の温度

■ 販売概要及び取扱い店舗
 販売概要
1 ⽉ 29 ⽇（⽕）より、Ploom オンラインショップ及び Ploom 専⾨店にて、販売を開始します。購⼊には会員
登録（JT スモーカーズ ID plus Ploom）が必要です。なお、Ploom 専⾨店での購⼊の場合には、Ploom ブラン
ドサイト内の専⽤ページによる事前予約が必要です。
 取扱い店舗
 Ploom オンラインショップ（全国）：1 ⽉ 29 ⽇（⽕）正午より、先着販売を開始。
 Ploom 専⾨店：
1 ⽉ 25 ⽇（⾦）正午より、Ploom ブランドサイト内の専⽤ページにて、購⼊予約を開始。
1 ⽉ 29 ⽇（⽕）より、Ploom 専⾨店で販売を開始。*1
 全国 Ploom Shop（18 店舗）、Rethink Lounge*２（2 店舗）、MOVE LOUNGE*３（4 店舗）
*1：当⾯は予約販売のみの予定
*2：Ploom が協賛する Ploom 専⽤ラウンジ
*3：MEVIUS が協賛する喫煙所

業態

Ploom
Shop

店名

住所

Ploom Shop 札幌店

札幌市中央区北 3 条⻄ 4-1-1 ⽇本⽣命札幌ビル 1F

Ploom Shop 仙台店

宮城県仙台市⻘葉区⼀番町 3-11-9 ガレリアブランドーム 1F

Ploom Shop 銀座店

東京都中央区銀座 4-3-5 銀座 AH ビル B1~2F

Ploom Shop 新宿三丁⽬店

東京都新宿区新宿 3-11-6 エクレ新宿 1F

Ploom Shop 中⽬⿊店

東京都⽬⿊区上⽬⿊ 3-4-3 ⼩⾦井ビル 1F

Ploom Shop 麹町店

東京都千代⽥区麹町 3-3-8

Ploom Shop 東京駅グランルーフ店

東京都千代⽥区丸の内 1-9-1 グランルーフ 2F

Ploom Shop 渋⾕店

東京都渋⾕区神宮前 6-16-13 Naias 神宮前 1~2F

Ploom Shop 新宿センタービル店

東京都新宿区⻄新宿 1-25-1 新宿センタービル B1F

Ploom Shop 横浜ポルタ店

神奈川県横浜市⻄区⾼島 2－16B1 横浜ポルタ内

Plooｍ Shop サカエチカ店

愛知県名古屋市中区栄 3-4-6 サカエチカ

Ploom Shop ルクアイーレ店

⼤阪府⼤阪市北区梅⽥ 3-1-3 ルクアイーレ 8F

Ploom Shop なんば店

⼤阪市中央区難波 1-8-1 メリディアン難波ビル 1・2F

Ploom Shop イオンモール広島府中店

広島県安芸郡府中町⼤須 2-1-1 イオンモール広島府中 南棟 1F

Ploom Shop 広島店

広島県広島市中区本通 6-4

Ploom Shop キャナルシティ博多店

福岡県福岡市博多区住吉 1-2 キャナルシティ博多ノースビル 1F

Ploom Shop 天神店

福岡県福岡市中央区天神 2-3-35 TENJIN249 1・2F

Ploom Shop 成⽥空港店

千葉県成⽥市成⽥国際空港 第 1 旅客ターミナル内 中央ビル 3F【出国⼿続
後エリア（免税エリア）】

Rethink

Rethink Lounge SENDAI

宮城県仙台市⻘葉区中央 3-7-5 仙台パルコ 2 1F

Lounge

Rethink Lounge TORANOMON

東京都港区⻁ノ⾨ 2-2-1 JT ビル 1F

MOVE LOUNGE 札幌

北海道札幌市中央区南 2 条⻄ 3-15-2 ビームス札幌ビル 2F

MOVE

MOVE LOUNGE 宮城・仙台*4

宮城県仙台市⻘葉区中央 2-2-25 天成堂ビル 1F

LOUNGE

MOVE LOUNGE 名古屋

愛知県名古屋市中区栄 3-27-4 Tham Park2F

MOVE LOUNGE ⼤阪・梅⽥

⼤阪府⼤阪市北区茶屋町 15-26 XROSS chayamachi

※取り扱い店舗の詳細は、Ploom ブランドサイトをご参照ください。
*4：MOVE LOUNGE 宮城・仙台は、2 ⽉ 6 ⽇からの販売開始となります。

＜Ploom 専⽤カスタマーサービス＞
電話番号：0120-108-513
受付時間：9:00〜22:00
休業⽇：12 ⽉ 30 ⽇〜1 ⽉ 4 ⽇

