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PRESS RELEASE 
各位 

2021 年 11 月 17 日 
 

ラニーニャ現象なんて怖くない! 

寒さに負けないヒートベストが３冠獲得! 

 
株式会社アイケイ（本社:愛知県名古屋市 代表取締役社⾧:⾧野庄吾）の 100%子会社で、テレビショッピ

ング事業を行う株式会社プライムダイレクトは、スイッチひとつですぐに暖かくなる温熱ベスト「スピードヒー
ト」が、ヒートベスト部門において、「累計売上枚数※1」「年間売上枚数※2」「年間売上高※3」で No.1 を獲得し
たことを発表します。 

さらに、そのスピードヒートシリーズより新商品『 スピードヒート温熱ジャケット』を 2021 年 11 月 7 日、
『スピードヒート温熱ニットベスト』を 2021 年 11 月 10 日に発売しました。 

 
※1 ヒートベスト累計販売枚数 No.1（2021 年 2 月末時点） 
※2 ヒートベスト年間販売枚数 No.1（調査期間:2020 年 9 月～21 年 2 月） 
※3 ヒートベスト年間売上高 No.1（調査期間:2020 年 9 月～21 年 2 月） 
調査概要:2021 年 4 月期 指定領域における競合調査 
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『スピードヒート 温熱ベスト』は、首、背中、腰にマイクロカーボンファイバーが入ったベストで、
スイッチを押して約 15 秒であたたまる高機能商品です。販売開始から 3 年で累計販売
数 310,000 着※1を突破した大人気のヒートベストです。おしゃれに着こなせる6色展開
でカラーラインナップも豊富。サイズは M・L・LL・3L の 4 種類。メンズ用はスッキリとしたスト
レートシルエット。レディース用はボディラインに沿った立体的なパターンで、身体にきれいに
フィットします。機能性だけでなく、ファッションアイテムとしてのデザイン性にもこだわったことが、
ヒットの理由と考えています。 
 
※1 2018 年 11 月～2021 年 2 月 メーカー調べ 
 
 
 

■スピードヒート温熱ベスト 
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『スピードヒート温熱ニットベスト』はタウンユースできるおしゃれなデザインに仕上げました。やわ
らかいニット生地のケーブル編みで、肌ざわりが良いことも特徴です。首、袖、裾まわりはリブ編
み仕上げで、すっきりしたシルエットを演出します。内側は伸縮性のあるストレッチ素材を使用。
身体にフィットし、動きやすいデザインにしました。インナーとしてもアウターとしても活躍します。
スイッチを押して約 15 秒で首・背中・腰部分のマイクロカーボンファイバーが発熱し、温める機
能も兼ね備えています。 
 
 

 

 

『スピードヒート温熱ジャケット』は電源スイッチを押して約 15 秒でマイクロカーボンファイバーが

発熱し、素早く温めます。後ろ身頃にはアルミプリントを施した生地を使用しているため、熱を

閉じ込め、暖かさを逃がしにくい構造です。また、ポケットにもマイクロカーボンファイバーが入っ

ているので指先も温めます。バッテリーを合わせても約 500g と軽く様々なシーンで着ることが

出来るので、ビジネスでもカジュアルでも活躍します。 

 

 

【新商品概要】  
商品名:スピードヒート 温熱ニットベスト  

プライムダイレクト自社サイト通常販売価格:20,800 円（税込）  

カラー:ネイビー  

生産国:中国 ※バッテリーは台湾（企画 日本） 

サイズ:レディース M/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:79-87 cm 

レディース L/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:86-94 cm 

レディース LL/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:93-101 cm 

メンズ M/ 身⾧:165-175 cm、胸囲:88-96 cm 

メンズ L/ 身⾧:175-185 cm、胸囲:96-104 cm 

メンズ LL/ 身⾧:175-185 cm、胸囲:104-112 cm 

素  材:（表地）アクリル 55％、綿 45％ 

（裏地・中わた）ポリエステル 100％ 

（サイド）ポリエステル 95％ 、ポリウレタン 5％ 

セット内容:本体、バッテリー、アダプター、取扱説明書  

販売チャネル:テレビ通販、EC サイト、カタログ通販など   

https://www.primedirect.jp/products/SK/ 
 

商品名:スピードヒート 温熱ジャケット 

プライムダイレクト自社サイト通常販売価格:21,800 円（税込）  

カラー:ブラック 

生産国:中国 ※バッテリーは台湾（企画 日本） 

サイズ:レディース M/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:79-87 cm 

レディース L/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:86-94 cm 

■新商品 スピードヒート温熱ニットベスト 

■新商品 スピードヒート温熱ジャケット 
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レディース LL/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:93-101 cm 

メンズ M/ 身⾧:165-175 cm、胸囲:88-96 cm 

メンズ L/ 身⾧:175-185 cm、胸囲:96-104 cm 

メンズ LL/ 身⾧:175-185 cm、胸囲:104-112 cm 

素  材:（表・裏地）ナイロン 100％  

（中わた）ポリエステル 100％ 

セット内容:本体、バッテリー、アダプター、取扱説明書  

販売チャネル:テレビ通販、EC サイト、カタログ通販など   
https://www.primedirect.jp/products/SA/ 
 
【既存商品概要】  
商品名:「スピードヒート 温熱ベスト」   
プライムダイレクト自社サイト通常販売価格:19,800 円（税込）     
カラー:メンズ（ナチュラルブラック、グラスグリーン、クラシックブラウン）  

レディス（ナチュラルブラック、グラスグリーン、ワインレッド、クラシックブラウン） 
WEB 限定（パールグレー、ネイビーブルー） 

生産国:中国  ※バッテリーは台湾（企画 日本） 
サイズ:メンズ M/ 身⾧:165-175 cm、胸囲:88-96 cm 

メンズ L/ 身⾧:175-185 cm、胸囲:96-104 cm 
メンズ LL/ 身⾧:175-185 cm、胸囲:104-112 cm 
メンズ 3L/ 身⾧:175-185 cm、胸囲:112-120 cm 
レディス M/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:79-87 cm 
レディス L/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:86-94 cm 
レディス LL/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:93-101 cm 
レディス 3L/ 身⾧:154-162 cm、胸囲:100-108 cm 

素  材:（表地・裏地）ナイロン 100％    
（中わた）ポリエステル 100％  
（サイド）ポリエステル 95％  ポリウレタン 5％   

セット内容:本体、バッテリー、アダプター、取扱説明書  
販売チャネル:テレビ通販、EC サイト、カタログ通販など  
https://www.primedirect.jp/speedheat-pouch.html 
 
【会社概要】 
株式会社アイケイは、美しく生きる・健康に生きる・楽しく生きる、の 3 軸をテーマに、⾧年にわたって蓄積されたビッグデータから、
化粧品・生活雑貨・食品等の商品開発を行い、企画・製造・販売・物流までを一貫して行う、マーケティングメーカーです。 
 

社名     株式会社アイケイ 
本社      〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階 

 東京支社   〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 7 番 3 号 京橋三菱ビル７階 
代表       代表取締役社⾧ COO ⾧野庄吾 
設立     1982 年 5 月 1 日 
資本金     6 億 2,094 万円 
売上高     207 億 54 百万円（2021 年 5 月期） 
従業員     241 名（2021 年 5 月末現在 連結） 
ホームページ https://www.ai-kei.co.jp/ 
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株式会社プライムダイレクトは、TV・ECを主軸とした通販ダイレクトマーケティング会社です。  

「あなたがのぞむ、いっぽさき」を常に目指していきます。  

 

社名   株式会社プライムダイレクト  

本社   〒453-0809 愛知県名古屋市中村区上米野町四丁目 20 番地  

東京支社     〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階 

代表   代表取締役 ⾧野庄吾  

設立   2014 年７月  

資本金  70 百万円  

従業員  34 名（アルバイト含む）  

ホームページ  https://www.primedirect.jp 

 

プレスリリース問い合わせ担当窓口:プライムダイレクト 河野（こうの） 
携帯:080-6980-9645 
E-mail :t-kouno@primedirect.jp 


