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昨年販売実績 11 万着 驚異の大ヒット『スピードヒート 温熱ベスト』
スピードヒートシリーズより
「V ネックベスト」「ケット」
「マフラー」新登場！
わずか 15 秒で速暖！ 暖房代の節約や、冬のお出かけに大活躍
株式会社アイケイ
株式会社アイケイ（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の 100%子会社で、テレビ通販
事業を行う株式会社プライムダイレクトは、2018 年に発売した「スピードヒート 温熱ベスト」が販
売実績 11 万着の大ヒットとなったことを受け、スピードヒートシリーズの『スピードヒート 温熱 V
ネックベスト』を 2020 年 10 月 1 日より、
『スピードヒート 温熱ケット』
『スピードヒート 温熱マ
フラー』を 2020 年 11 月 1 日より新発売します。
「スピードヒート 温熱ベスト」は、首、背中、腰に電
熱線が入ったベストで、スイッチを押して約 15 秒であた
たまる高機能商品。メンズ用（ナチュラルブラック、グラ
スグリーン）、レディス用（ナチュラルブラック、グラス
グリーン、ワインレッド）とカラー展開も豊富。さらに、
レディス用のシルエットはウエストを絞り、ヒップやバス
ト部分を大きく取る事で窮屈さを軽減した形にするなど、
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られます。
【新たに加わる新商品①】 スピードヒート 温熱ケット
『スピードヒート 温熱ケット』は、あたためたいときにスイッチを押すだけで、すぐにポカポカにな
るブランケットです。電熱線は繊維状のマイクロカーボンを搭載し、室内にいる時はもちろん、コン
パクトに折りたたんで、釣りやキャンプ、スポーツ観戦など冬のレジャーに持参しても便利です。

【新たに加わる新商品②】 スピードヒート 温熱マフラー
巻いたところをポカポカあたためられる『スピードヒート 温熱マフ
ラー』は、「首」の冷え対策にはもちろん、厳しい寒さの冬に体のさ
まざまな部位をあたためるアイテムです。

1

【新たに加わる新商品③】 スピードヒート 温熱 V ネックベスト
クラウドファンディング「machi-ya」にて先行販売。働く世代に向けた
ニューモデル。電熱線を、背中と腰の 2 か所に入れました。V ネックな
のでスーツのジャケットやコートなどのインナーベストとして大活躍。ス
イッチも表から見えない内側に変更し、よりスタイリッシュなデザインに
なりました。
【新商品概要】
商品名：スピードヒート 温熱ケット
メーカー希望小売価格：18,000 円（税抜）
カラー：ナチュラルブラック
生産国：中国
サイズ：135 × 69cm （専用カバー）35 × 29cm
素 材：
（ケット表地）ナイロン 100％ （中わた）ポリエステル 100％
（ケット裏地）ポリエステル 100％
（カバー外側）ポリエステル 100％
（カバー内側）ナイロン 100%
手洗い可能：ケット以外のものは水洗いしないでください。
セット内容：本体、専用カバー、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-blanketset.html
商品名：スピードヒート 温熱マフラー
メーカー希望小売価格：8,000 円（税抜）
カラー：ナチュラルブラック
生産国：中国
サイズ：112 × 13cm
素 材：
（キルト部分・表側）ナイロン 100%
（中わた）ポリエステル 100% （裏側）ポリエステル 100%
（ニット生地）ポリエステル 100%
手洗い可能：マフラー以外のものは水洗いしないでください。
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/SL22/

商品名：スピードヒート 温熱 V ネックベスト
メーカー希望小売価格：19,800 円（税抜）
カラー：ナチュラルブラック
生産国：中国
サイズ：M / L / LL ※メンズサイズのみ
素 材：
（表地）ナイロン 100% （中わた）ポリエステル 100%
（裏地）ポリエステル 100%
手洗い可能：ベスト以外のものは水洗いしないでください。
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：クラウドファンディング「machi-ya」
https://camp-fire.jp/projects/view/328634
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【既存商品概要】
商品名：
「スピードヒート 温熱ベスト」
メーカー希望小売価格：19,800 円（税抜）
カラー：メンズ（ナチュラルブラック、グラスグリーン）
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）
生産国：中国
サイズ：メンズ M （適応身長 165cm～175ｃｍ 適応胸囲 88ｃｍ～96ｃｍ）
メンズ L （適応身長 175cm～185ｃｍ 適応胸囲 96ｃｍ～104ｃｍ）
メンズ LL（適応身長 175cm～185ｃｍ 適応胸囲 104ｃｍ～112ｃｍ）
メンズ 3L（適応身長 175cm～185ｃｍ 適応胸囲 112ｃｍ～120ｃｍ）
レディス M （適応身長 154cm～162ｃｍ 適応胸囲 79ｃｍ～87ｃｍ）
レディス L （適応身長 154cm～162ｃｍ 適応胸囲 86ｃｍ～94ｃｍ）
レディス LL（適応身長 154cm～162ｃｍ 適応胸囲 93ｃｍ～101ｃｍ）
レディス 3L（適応身長 154cm～162ｃｍ 適応胸囲 100ｃｍ～108ｃｍ）

素

材：
（表地）ナイロン 100％ （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％

手洗い可能：ベスト以外のものは水洗いしないでください。
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

商品名：
「スピードヒート 温熱パンツ」
メーカー希望小売価格：19,800 円（税抜）
カラー：メンズ、レディス（ナチュラルブラック）
生産国：中国
サイズ：メンズ M（適応ウエスト 76cm～84ｃｍ 股下 75ｃｍ）
メンズ L（適応ウエスト 84cm～94ｃｍ 股下 76ｃｍ）
メンズ LL（適応ウエスト 94cm～104ｃｍ 股下 77ｃｍ）
レディス M（適応ウエスト 64cm～70ｃｍ）
レディス L（適応ウエスト 69cm～77ｃｍ）
レディス LL（適応ウエスト 77cm～85ｃｍ）
レディス股下 74 ㎝共通
素

材：
（キルト部分 表地）ナイロン 100％ （裏地・中わた）ポリエステル 100％
（ニット部分）ポリエステル 95％ ポリウレタン 5％

手洗い可能：パンツ以外のものは水洗いしないでください。
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-p/
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【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
4 億 174 万円
○売上高
184 億 83 百万円（2020 年 5 月期）
○従業員
282 名（2020 年 5 月期）
○ホームページ https://www.ai-kei.co.jp/
株式会社プライムダイレクトは、TV・Web 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
○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
23 名（アルバイト含む）
○ホームページ https://www.primedirect. jp

プレスリリースに関するお問い合わせ先
担当：雑貨開発チーム 吉成
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電話： 03 - 5159 - 5356
携帯： 090-5625-1160
E - mail ： m-yoshinari@ai-kei.co.jp

