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累計 48 万台突破の EMS が大幅パワーアップ

シニア世代からも絶大な支持 使いやすさ、さらに向上
究極のながら腹筋運動マシン「バタフライアブス ディープテック」4 月 1 日新発売
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%連結子会社で、
テレビ通販事業を行う株式会社プライムダイレクトは、「バタフライアブス ディープテック」
を 2019 年 4 月 1 日（月）に新発売します。
「バタフライアブス ディープテック」は、2015 年に発売し、累計 48 万台の販売実績を誇
る「バタフライアブス」の進化版です。バタフライアブスシリーズは、寝ながら、テレビを見
ながら、座って本を読みながら、様々な日常生活の“ながら”に対応した、超簡単“ながら腹
筋運動マシン”として全世界で人気を集めています。
■日常生活の合間に、効率的に体を鍛えるマシンがさらにパワーアップ
「バタフライアブス ディープテック」は、1 分間に最大で
約 60,000 回の電気振動を与える EMS（Electrical Muscle
Stimulation 電気筋肉刺激）
。
「バタフライアブス」と比べ最大
で約 14 倍の電気振動を加えることが可能になったほか、電極
が 2 極から 4 極へ、そしてパッドの大きさは約 1.2 倍になり、
より広範囲のトレーニングに対応しました。この振動が筋肉の
収縮を促し、腹筋に効率よく働きかけます。使い方は簡単で、
ゲルパッドをお腹に貼るだけ。面倒な配線も大きなマシンも必
要なく、テレビを見ながら、料理をしながら、買い物をしなが
ら、普段の生活の中で簡単にトレーニングができる「ながら腹
筋運動マシン」です。
皮膚に近いアウターマッスルへ効果的にアプローチする「ウェーブモード」
、より奥までア
プローチする「ディープモード」をお好みに合わせて、切り替えてご使用いただけます。ウェ
ーブモードではまるで波打つように筋肉を刺激して効率的に鍛え上げ、ディープモードでは、
より奥の筋肉までグッと入り込み、コアな部分を鍛え上げるような新感覚を体感できます。
トレーニング時のプログラムは、20 分の完結型オートプログラムとなっています。ウォー
ミングアップ～トレーニング～クールダウンが 1 つのプログラムになっていますので、使用時
は「バタフライアブス ディープテック」を貼るだけで OK。
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「強度 10 段階」×「完結型プログラム」×「深化した 2 モード」で、
効率よく究極の「ながらトレーニング」を実践できます。
「従来型に比べて、奥の方の筋肉までしっかりトレーニングされてい
ますね」
（パーソナルジムトレーナー鳥山真平氏）と、プロも絶賛する完
成度の高い進化系 EMS です。
＜鳥山真平氏＞

■「EMS は無理」といわれていたシニア世代に人気
バタフライアブスシリーズは、一般的に EMS の売れる世代だけでな
く、これまで EMS に手を出せずにいたシニア世代からも支持を集めて
います。
「バタフライアブス」の購入者のうち、60 代～80 代が 7 割以
上を占めます。これは貼るだけで簡単にトレーニングできるという手
軽さで過酷なトレーニングは難しいが体型は気になるという、シニア
の悩みに向かい合ったこその結果です。
「バタフライアブス ディープテック」ではユーザーの声を取
り入れて、使い勝手をシニアでも使いやすいように大幅に改良。
ボタン表記を誰でもわかりやすいマーク表示に変更したほか、モ
ード表示をランプの色で判別可能に。パッドの形状は身体にピッ
タリ張り付くよう切り込みを深くしました。さらに新しい波形を
使用し EMS 特有のピリピリ感をおさえる低刺激設計にもこだわ
りました。

このように進化し、パワーアップした「バタフライアブス ディープテック」を 15,800 円（税
別）で販売します。本体と交換用パッド（※約 30 回使用可能）が最初から２枚セットされて
おり、約 2 カ月連続使用が可能と非常に経済的です。※1 枚あたり約 30 回使用可能で 1 日 1
回使用の場合

旧商品「バタフライアブス」

新商品「バタフライアブス ディープテック」
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■商品概要
品名：

バタフライアブス ディープテック スターターキット

価格：

15,800 円（税別）

セット内容： 本体、専用ゲルパッド×2（約 30 回繰り返し使用可能）、
取扱説明書（保証書 6 カ月）、USB ケーブル、AC アダプタ
材質：

＜本体＞ ABS 樹脂

＜ゲルパッド＞ シリコン

製造：

中国

特長：

●充電式コードレス、使いやすいコンパクトサイズ
●選べる１０段階の強度設定
●ウォームアップ～クールダウンまで 1 つで完結する効果的なプログラム
●身体にフィットしやすい柔軟性のある専用ゲルパッド
●「ウェーブモード」
「ディープモード」で効果的なトレーニングが可能
●EMS 特有のピリピリ感をおさえる低刺激設計

ＨＰ：
https://www.primedirect.jp/fs/primedirect/bd11
販売場所： テレビ通販、EC サイト、カタログ通販、バラエティショップ（７月～）など

品名：

バタフライアブス ディープテック専用ゲルパッド 2 枚入り

価格：

4,500 円（税別）

セット内容： 専用ゲルパッド×2（約 30 回繰り返し使用可能）
、
取扱説明書（保証書 6 カ月）
材質：

＜ゲルパッド＞ シリコン

製造：

中国
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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
○本社

株式会社アイケイ
〒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

183 億 37 百万円（2018 年 5 月期連結）

○従業員

275 名（2018 年 5 月期連結）

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

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

代表取締役社長 長野庄吾

○設立

2014 年 7 月

○資本金

70 百万円

○売上高

29 億 19 百万円（2018 年 5 月期）

○従業員

20 名（2018 年 5 月末時点）

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

https://www.primedirect.jp

プレスリリースに関するお問い合わせ先
広報事務局 担当：渡辺
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電話：052-308-3041
携帯：090-6527-6456
E-mail：s-watanabe@primedirect.jp

