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株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」から、ハイブリッド式加湿器 2

モデル「Toffy 抗菌ハイブリッドアロマ加湿器＜4.7L＞」「Toffy 抗菌ハイブリッド UV アロマ加湿器＜4.0L＞」を 2021 年 10

月上旬より順次発売します。 

 

この度発売する加湿器は加熱式と超音波式を組み合わせたハイブリッドタイプ。本体内部の水をあたためミスト化することで効

率的にお部屋を加湿することができます。ミストの温度も高過ぎず、室温を大きく下げずに加湿できるのも嬉しいポイントです。

また本体に銀系無機抗菌剤を練り込んだ樹脂を使用し、無加工製品との比較で細菌の増殖割合が 100 分の 1 以下の抗菌効果を実

現。本体の細菌の増殖を抑えるため、安心してお使いいただけます。アロマオイル・アロマウォーターにも対応。さらに水タンク

上部から簡単に給水できたりと、実用性とデザイン性を兼ね備えた加湿器の登場です。 

2021 年 10 月上旬より順次発売 

 

加熱式と超音波式を組み合わせ効率よく加湿する 

ハイブリッド式加湿器 2 モデル発売 

「Toffy 抗菌ハイブリッドアロマ加湿器＜4.7L＞」 

「Toffy 抗菌ハイブリッド UV アロマ加湿器＜4.0L＞」 

 

安心の抗菌加工 
 

無機抗菌剤を練り込んだ抗菌樹脂採用で、SIAA（抗菌製品技術協議会）認証を取得しています。 

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドライン

で品質管理・情報公開された製品に表示されています。 



 

「Toffy 抗菌ハイブリッドアロマ加湿器＜4.7L＞」 

 

効率的に加湿できるハイブリッドタイプ 

加熱した水をミスト化し噴霧させることでより効率よく加湿できる加湿器です。ミ

ストは火傷の心配もないため、お子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いい

ただけます。※ 

また室温を大きく下げずに加湿できるのも寒い時期には嬉しいポイントです。 

※ミスト吹出口付近や内部の水の温度は高いためご注意ください。 

 

大容量でたっぷり長時間加湿 

場所を取らないコンパクトサイズながら、4.7L の大容量。広いスペースも

長時間たっぷりと潤すことができます。半透明の水タンクは水の残量も分か

りやすく、さらに上から簡単に水を注ぎ入れる

ことができる上部給水型で給水もしやすい加湿

器です。また、ノズルが 2 種類（ショートノズ

ル＆ロングノズル）付属しているため、置く場

所により付け替えてご使用可能です。 

 

雑菌の繁殖を抑える抗菌加工 

本体には銀系無機抗菌剤を練り込んだ樹脂を使用。無加工製品との比較で細菌の増殖割合が 100 分の 1 以下の抗菌効果を実現。

ヌメリや赤カビも抑制し、より清潔にお使いいただけます。 

 

自動湿度コントロール機能 

部屋の湿度に合わせて自動で噴霧量（弱・中・強の 3 段階）を調節する機能で、快適な湿度を

保つことが出来ます。また、1～12 時間の中から運転停止までの時間を設定できるタイマー付

きのため、切り忘れの心配もなく安心です。 

 

アロマオイル・アロマウォーターに対応 

アロマユニットにはアロマオイルを、水タンクにはアロマウォーターを

入れることが可能です。たっぷりのミストと共にお好きな香りもお楽し

みいただけます。 

 

 

◆製品概要 

品名   ：Toffy 抗菌ハイブリッドアロマ加湿器＜4.7L＞ 

価格   ：\9,900（税込） 

発売   ：2021 年 10 月上旬 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hf08/ 

 

 

ペールアクア 
HF08-PA 

グレージュ 
HF08-GE 

ピュアホワイト 
HF08-PW 



 

「Toffy 抗菌ハイブリッド UV アロマ加湿器＜4.0L＞」 

 

抗菌素材と UV除菌で清潔・安心 

抗菌素材に加え、本体内に紫外線による除菌効果のある UV ラ

イトも備えた清潔・安心な加湿器。清潔なミストを噴霧させ

ることが可能です。 

 

大容量で長時間たっぷり加湿 

効率的に加湿可能なハイブリッドタイプ。1 時間で最大約 480mL 噴霧させることができる

大容量の加湿器です。より広いお部屋にも対応可能です。 

また、4 時間・8 時間から選べる自動運転 OFF のタイマーモード

付き。上から簡単に水を注ぎ入れることができる上部給水型で、

給水もラクラク。付属のリモコンでの操作にも対応し、充実の機

能を備えた加湿器です。 

 

アロマオイル・アロマウォーターに対応 

水タンクにアロマオイル・アロマウォーターを直接入れることが

可能です。たっぷりのミストに乗せてお好きな香りがお部屋に漂

います。 

インテリアにも馴染む落ち着いたカラーと木目調デザインの多機

能加湿器で極上のリラックスタイムをお楽しみください。 

 

電源ケーブルが取り外し可能 

電源ケーブルが本体から取り外せるので、水捨てやお手入れの際にとても便利。保管の時も

邪魔になりません。 

 

 

 

 

◆製品概要 

品名   ：Toffy 抗菌ハイブリッド UV アロマ加湿器＜4.0L＞ 

価格   ：\14,300（税込） 

発売   ：2021 年 11 月上旬 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/hf09/ 

 

 

 

 

 

 

 

ピュアホワイト 
HF09-PW 

 

ダークグレー 
HF09-DG 

 



◆製品仕様 

品名 Toffy 抗菌ハイブリッドアロマ加湿器＜4.7L＞ 

品番・カラー HF08-PA（ペールアクア）/ HF08-GE（グレージュ）/ HF08-PW（ピュアホワイト） 

価格 ￥9,900（税込）  

加湿方式 加熱超音波振動方式 

電源 AC100V 50-60Hz 

消費電力 WARM を OFF で加湿：30W、WARM を ON で加湿：140Ｗ 

水タンク容量 約 4.7L 

ミストモード 弱→中→強→AUTO（湿度センサー自動運転）→SLEEP 

タイマー 連続（水切れまで）→約 1 時間～約 12 時間 

連続加湿時間 約 18 時間（WARM を OFF で弱モード時） 

加湿能力 強モード：400mL/h±50mL 中モード：350mL/h±50mL 弱モード：250mL/h±50mL 

※WARM を ON でロングノズル装着時 ※環境により異なります。 

適応床面積 プレハブ洋室 11 畳、木造和室 7 畳 

電源コード長 約 150cm 

外形寸法 約 245（W）×247（H）×192（D）mm（ショートノズル装着時） 

重量 約 1,500ｇ（付属品含まず） 

主な材質 ABS 樹脂、PC、ポリプロピレン 

対応アロマ アロマユニット：100％ピュアエッセンシャルオイル（別売） 

水タンク：アロマウォーター（別売） 

付属品 オイルパッド×3 枚（1 枚はセット済）、ロングノズル、ユーザーズガイド（保証書含む） 

生産国 中国  

 

品名 Toffy 抗菌ハイブリッド UV アロマ加湿器＜4.0L＞ 

品番・カラー HF09-PW（ピュアホワイト）/ HF03-DG（ダークグレー） 

価格 ￥14,300（税込）  

加湿方式 加熱超音波振動方式 

電源 AC100V 50-60Hz 

消費電力 WARM を OFF で加湿：32W、WARM を ON で加湿：164W 

水タンク容量 約 4.0L 

ミストモード ON/OFF（無段階調節） 

ライトモード 電球色 

連続加湿時間 最大約 26 時間 ※環境により異なります。 

加湿能力 最大：480mL/h±50mL ※WARM を ON で動作時。 ※環境により異なります。 

適応床面積 プレハブ洋室 13 畳、木造和室 8 畳 

電源コード長 約 150cm 

外形寸法 約 210（W）×580（H）×150（D）mm 

重量 約 1,660g（付属品含まず） 

主な材質 ポリプロピレン 

対応アロマ 100％ピュアエッセンシャルオイル（別売）/ アロマウォーター（別売） 

付属品 
専用リモコン（テスト用コイン形電池セット済）、専用電源ケーブル、ユーザーズガイド（保証書

含む） 

生産国 中国  

 

 



 

報道関係専用お問い合わせ先 

ラドンナ PR 事務局（株式会社イニシャル内） 

担当：深田・石坪・松村 

TEL：03-5572-7334（石坪携帯：050-5236-9671）FAX：03-5572-6065 E-mail:ladonna@vectorinc.co.jp 

※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社イニシャルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に管理させて頂いております。 

今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致します。 

ご掲載いただく場合は、下記のお問い合せ先をお願いします。 

株式会社ラドンナ 

03-5620-2780（代表） 

https://ladonna-co.net/ 


