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DoCLASSE  >  メンズ  >  ジャケット‧ベスト  >  Doヒート‧超快温ベスト／メンズ

商品番号 52001

Doヒート‧超快温ベスト／メンズ

￥13,900 ＋税

スイッチひとつで暖まるヒーターを内

蔵。超快適‧温活ウェア新登場

カートに入れる

ブラック
090

ライトグ
レー
030

カーキ 
120

ターコイ
ズ 

430

ネイビー
480

お気に入りに追加

いつでも、何度でも、返品‧交換OK

△：残りわずか

入荷予定：入荷次第、お届け。 

再入荷予約：メールでお知らせ。 詳しくはこちら ＞

素材

S M L XL XXL 

S M L XL XXL 

S M L XL XXL 

S M L XL XXL 

S M L XL XXL 

お持ちのアイテムに近いサイズ XXL

素材

表側生地‧裏側生地／ナイロン

100%、詰め物／ダウン90%‧フェザ

ー10%

洗濯表示 手洗い可

商品番号またはキーワードで検索 店舗を探す ログイン
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返品交換について

よくあるご質問

お問い合わせ

ニュース

感染予防のため、常時換気が当たり前となるこの冬も、冷え知

らずで過ごせる服をお届けしたい。

そんな思いから、私たちが開発に取り組んだのが、今回ご紹介

する「着るヒーター」です。 

とても軽やかで暖かい中綿ベストは、充電式のモバイルバッテ

リーを接続することで発熱する、薄いフィルム状のカーボンヒ

ーターを背中に搭載。38度～53度の心地良い熱を肩甲骨周辺に

伝えることで血流を整えて、身体の隅々までぽかぽかに温めて

くれます。 

おうち時間はもちろん、キャンプやゴルフといったアウトドア

＆スポーツシーンでも大活躍。底冷えするような寒さの中でも

健やかに、快適にお過ごしください。発熱ユニットに接続する

専用モバイルバッテリー付き。2口のUSBポートを備えていま

す。  

Point.1 

めぐりのツボを集中的に温める。  

面で発熱する薄型フィルム形状のカーボンヒーターを搭載。遠

赤外線を放出しながら発熱し、身体を芯から温めます。 

風邪の通り道のツボ「風門」 風邪を招く邪気の通り道となる

「風門」のツボにヒーターを配置。過電流防止装置付きで低温

火傷や感電の心配もありません。

Point.2 

温度は4段階で調整可能。  

モバイルバッテリーを接続し、ポケット下の丸いスイッチを押

すことで発熱がスタート。スイッチは1回押すごとにに温度が上

昇し、4段階で調整できます。 

運転時間は最大6時間以上！ 

外気温が10度の環境下では46℃設定で4時間50分、38℃設定で

6時間10分と長時間暖かさが持続します。※専用または市販の

5000mAモバイルバッテリーを使用した場合。バッテリーには

個体差があり、使用環境によっても運転時間は異なります。 

商品についてのお問い合わせ >

サイズ詳細

サイズ S M L XL XXL

着丈 65 67 69 71 71

胸囲 104 108 112 116 120

肩幅 41 42.5 44 45.5 47

サイズガイド >

お持ちのアイテムに近いサイズ XXL

着丈

77

バスト

122

肩幅

50

袖丈

65.5

もっと詳しく⽐較する

いいね︕ 0
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Point.3 

丸ごと洗えるから、常に清潔。

内蔵のカーボンヒーターは、本体と一緒に自宅でお洗濯が可

能。外から帰ったら、すぐに洗いたい。そんな気持ちに応えま

す。 

※モバイルバッテリーは必ず取り外してから洗濯してくださ

い。

※航空便利用不可商材につき、北海道、沖縄、その他離島につ

いては、通常配送日＋1日～＋2日頂戴します。 

「レディースはこちら」をCHECK! ＞

カラーバリエーション

ブラック ライトグレー カーキ ターコイズ ネイビー

おすすめ商品

この商品と一緒に見られている商品

同カテゴリの人気ランキング

Doヒート‧超快温ベ…

¥13,900 +税

ドレスネル30ストレ…

¥4,990 +税

スタンドレザートー…

¥9,990 +税

ウエストストレッチ…

¥5,990 +税

ウォッシャブルジャ…

¥9,990 +税

アクアホッパーシュ…

¥9,990 +税

ドレスネル30ストレ…

¥4,990 +税

ウォッシャブルジャ…

¥9,990 +税

ピュアファインBDシ…

¥3,990 +税 (33%OFF)

アウトラスト/ラッセ…

¥17,900 +税
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