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アトマイザー ドリップチップ

吸うと先端が赤く光り、蒸気
の煙がでる。

様々な機種、フレーバーがあり
リキッドを加熱して使用。
蒸気の煙がでる。

Ｐｌｏｏｍ（プルーム）

マウスピース
たばこポッド

ボタン

バッテリー

日本たばこ産業（ＪＴ）の電子タバコ
タバコの葉を電気的に加熱し煙を
出すことなく使用できる。

ＩＱＯＳ（アイコス）

フィリップ・モリス社の電子タバコ
タバコの葉を電気的に加熱し
灰を発生させず使用できる。

ボタン

バッテリー

ヒートスティック

電子タバコとは



粗利率が高い

紙タバコ、お菓子などに比べ
高い利益を出せる

洋菓子などにくらべ賞味期限が長く
商品ロスにならない

「VAPE」のセールスメリット①

嗜好性のある商材なのでリキッドの単体
販売へとつながってきている
交換率の高いタバコの代替品としての期待

リキッド単体販売も増加中

リピート率が高い
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賞味期限２年間（未開封の場合）



高い話題性

「VAPE」のセールスメリット②

日本国内で販売されるVAPEリキッドは
ニコチンやタールなど含まれていないため
紙タバコやたばこベイパー類とは異なり
受動喫煙防止や施設の全面禁煙化など
の問題に対し、代替案としての活用が
見込まれる

禁煙対策

IQOSのブームなど、『電子たばこ』や
『VAPE』の認知度が高まりつつある

TVドラマ「Q246 華麗なる
事件簿」にて石黒健が使用

バラエティー番組「ゴットタ
ン」にて劇団ひとりが使用

mono(モノマガジン)
にてVAPEショップの特集 業界紙での紹介記事

・タール
・ニコチン
・一酸化炭素

第三者機関での検査
によりニコチンが含まれ
ていないことが立証済



質の高い製品

「VAPE」のセールスメリット③

初心者が安全に使える
メーカー正規品

アトマイザーからの漏れにより
電極部分に液漏れすることがある

電極下部にはバッテリーの爆発を
防ぐためのＩＣチップなどがあるが
液漏れによるショートの可能性

市場には流通の怪しいものや、初心者には
とても扱えないような改造製品も多く、
トラブルの原因になっている

使用者の責任と判断を元に独自
に、カスタマイズを施せる玄人向
けの製品で扱いが非常に難しく、
過電流などが原因で爆発事故が
多数起こっている

世界的 電子タバコメーカー
中国に本社のある世界でも有数の電子タバコ
メーカーで、高品質な本体の開発・製造を行っている
本機AIOはファッション性の高さ、他の機種にはない

液漏れのしにくい構造や、初心者でも簡単に扱える
オールインワン型の商品

注意：リスクのある製品

リキッドは安心の国産品



「VAPE」販売のサポート

VAPE試飲キット サポート体制

■日本語説明書付き■POPセット ※初回10セット以上の注文時（サービス）

POPパネルにアクリル什器
試飲用の本体 + リキッド付き

試飲導入店は再販率UP !

77店舗キット導入店

■HPにて使用方法の動画を掲載

■不良品の交換

説明書が苦手な方用に動画を用意
http://www.tokyokoryo.com/aio

不具合があった場合には説明書に
記載の問合せ先に連絡すれば即対応
店舗対応の煩雑さがない

■PL保険

日本語説明書付きで安心

本体、リキッド共にPL保険付き
ネット通販や規模の小さいショップでは
未対応が多い中、安心の商品構成



商品詳細

■商品名：eGo AIO （Joyetech製）
■タンク容量：2ml
■バッテリー容量：1500mAh
■サイズ：長さ：118.05mm x 直径：19.0mm
■カラー：ブラック、シルバー（他色あり）
■機能：LED照明（７色）、エアフロー調節、

チャイルドロック機能

eGo AIO

ＶＡＰＥ本体

フレーバーリキッド

世界的 電子タバコメーカー
中国に本社のある世界でも有数の電子タバコ
メーカーで、高品質な本体の開発・製造を行っ
ています。
本機AIOはファッション性の高さ、他の機種には
ない液漏れのしにくい構造や、初心者でも簡単
に扱えるオールインワン型の商品です。

ToKyo Koryo Co., Ltd.

■商品名：MKVAPE （エムケイベイプ）
■容量：15ml
■種類：5銘柄

VAPEブーム黎明期より活躍する老舗の国産 プレミアムリキッドメーカ

専門知識と経験により、他に類をみないプレミアムなリキッドを生産しています。

現在はアメリカ、アジア、ヨーロッパなど海外にも出荷され人気を得ています。

また安全性を重視し、原材料は国産のプロピレングリコールと植物性グリセリンを
ベースに、日本・アメリカ・ヨーロッパ産の香料を使用。ISO9001を取得したクリーン
ルームを持つ工場で徹底した管理の元、リキッド生産を行っています。



参考資料



「IQOS」（アイコス）との比較

吸うまでのプロセス
・IQOSチャージャーの充電
・IQOSチャージャーにIQOSフォルダーを入れ、フォルダーに

1回分の充電を行う（約6分）
・IQOSフォルダーにヒートスティックをセット
・IQOSフォルダーのボタンを長押しすると加熱準備（約20秒）
・吸うことができます。

吸うまでのプロセス
・マイクロUSBにて充電
・本体にリキッドを入れる
・ボタンを押し電源を入れる
・吸うことができます

フレーバー
・価格 ： ヒートスティック1箱 460円 20本入り
・銘柄数 ： 4種類

フレーバー
・価格 ： 15ｍｌリキッド1個 約1300円 （タバコ換算 約200本分）
・銘柄 ： MKVAPE 5種類 （その他 国内流通品 数百種類あり）

本体価格
・市場価格 9,980円 （キャンペーン等の利用で 4,600円の割引あり）

本体価格
・市場価格 約6500円

タバコとしての特徴
・タバコの葉を加熱
・ニコチンなどタバコ由来の発ガン性物質の含有あり

タバコとしての特徴
・VG、PG、食品香料で作られたリキッドを加熱
・国内に流通しているリッキドにはニコチン、タールの含有なし
・様々なフレーバーが存在する
・洋服や髪などに煙りの嫌なニオイがつかない

IQOS アイコス VAPE eGo AIO

１
本
あ
た
り
約
６
分
半

常時吸うことが可能



タバコ ＶＡＰＥ

その他の発がん性・有害物質
・アンモニア
・二酸化炭素
・窒素酸化物
・フェノール類
・ベンゾ（a）ピレン
・ジメチルニトロソアミン
・メチルエチルニトロソアミン
・N一ニトロソノルニコチン
・ニトロソピロリジン
・キノリン

他 約200種

代表的なたばこの３害

・メチルキノリン類
・ヒドラジン
・2‐ナフチルアミン
・4‐アミノビフェニール
・0‐トルイジン

日本で販売されているＶＡＰＥの
リキッドは原則ニコチンフリー

・タール
・ニコチン
・一酸化炭素

・タール
・ニコチン
・一酸化炭素

一部の電子タバコから有害物質が検出
・ホルムアルデヒド （実験状況により検出せず）
・個人輸入ではニコチン入りリキッドの購入も可能

※薬事法上

国立保健医療科学院
の結果では検出

日本食品分析センター
の結果では検出せず

含有せず

を含有

ＶＡＰＥは従来のタバコに含まれるタールやニコチンなどを含みません。様々な一般的商品と同様に
有害性についての研究は現在はじまったばかりです。

安全性について①



・ベジタブルグリセリン（ＶＧ：植物性グリセリン）
主にパーム椰子などがら抽出され、保湿剤として最もポピュラーに認知されている素材で

多くの化粧品会社が一般的に採用するほど安全性の高いとされているものです。

『ＶＡＰＥ』に充填するリキッドの成分は主に以下の３種類から生成されています

・プロピレン・グリコール（ＰＧ）

化粧品やシャンプー、リンス、歯磨き粉、食品など一般的な製品に多く使われる添加物です。

ぜんそくの吸入器の主成分にも使われ、蒸気で吸っても問題のないものとされています。

・香味料
食品グレードの成分で、天然と人口のものがあり組み合わせることにより様々な風味を

作ることができます。菓子やジュース、その他香料つきの製品に多く使われています。

安全性について②



国内のリキッドメーカーでは安全性の取組として、国産、アメリカ産、ヨーロッパ産などの安全基準が高い

国の原材料を使用し、製造段階においてはＩＳＯ９００１取得のクリーンルームを完備する工場で作ってい

るところや、独自に検査機関で有害物質に関する成分分析を行うなどして品質管理を行っています。

安全性について③



注意：ネット通販との違いについて
現在、VAPEの流通は主に店頭販売とネット通販の二通りがございます。
VAPE本体の生産メーカーの多くが中国企業なこともあり非常に偽造品も多く、ネット通販では劣悪な物が含まれている場合
があります。短期間で売り抜けるためにネット上で非常に安価で販売を行っている傾向が見られます。販売後のサポート
体制もないことからトラブルが多く派生しています。

正規品

商品企画

設計

試作

量産

販売 販売

技術者によって企画、設計、試
作を行うことで製品となってい
るのでコストはかかるが、安全
面や使いやすさなど完成され
た製品となっている。そのため
製品サポートがある。

完成品をコピーするので安価に
製造。利益を出すために強度、
安全性を度外視の素材変更
など改悪が行われる場合も。

製品サポートを受けることが出
来ない。

偽造品

偽造コピー

量産

【参考価格】
実店舗で全国展開する大手ショップでは
メーカー正規品の本体のみを6480円で販売

弊社、取扱商品は本体、リキッド共にメーカー正規品
を取扱い、実店舗で販売しているVAPE専門店と変わ
らない品質でサポート体制を整えております。

またお客様の利便性を考え、通常商品には付属して
いない、日本語説明書付きとなります。
お客様に対し安心して販売いただければと存じます。


