株式会社ラドンナ
2020 年 2 月 4 日

シンプルな色合いとデザインで暑い夏を涼しく乗り越えられる

「NEUTRAL コンパクトファン」シリーズ全 5 種が登場！
首掛け・ペン型・国旗シール付き・LED ライト付きなど、バラエティー豊かなファンで夏をより快適に楽しもう！
～2 月上旬より順次発売～

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、白黒を基調としたシンプルな色合いが特長の新シリーズ「NEUTRAL(ニュ
ートラル)」から、スポーツ観戦の応援にも最適な国旗シールが付属するハンディタイプの他、卓上タイプ・首掛けタイプ・
ボールペン一体型タイプなどバリエーション豊かに取り揃えた「NEUTRAL コンパクトファン」シリーズ全 5 種を 2020 年 2
月上旬より順次販売いたします。
新シリーズ「NEUTRAL」は男女問わずお使いいただける白黒のベーシックなカラーとデザインを特長としており、今回
発売のコンパクトファン 5 種においてもブラックとホワイトの 2 色をご用意しています。
「NEUTRAL LED アロマファン」と「NEUTRAL ミニ LED ファン」の 2 種は、シンプルな機能で使いやすいコンパクトファン
です。LED ライトも備えており、アウトドアや音楽フェスなどを盛り上げるグッズとしても活用できます。また付属の国旗シ
ールでデコレーションし、スポーツ観戦の際に応援グッズとしても活躍します。さらに最大 10 時間駆動で、長時間の外出
でも安心です。ほかにも「NEUTRAL LED アロマファン」は内蔵のオイルパッドに 100%ピュアエッセンシャルオイルを垂らす
ことで、ファンの風にのせてアロマの香りも楽しむことができます。
同じく新登場となる「NEUTRAL クリップ&スタンドアロマファン」は卓上に置いて使えるほか、クリップでデスクの仕切り
やテーブル等に取り付けて使用することができる卓上小型扇風機です。また「NEUTRAL LED アロマファン」同様、オイル
パッドを内蔵しており、アロマの香りも楽しめます。「NEUTRAL LED ハンズフリーファン」はコンパクトな薄型ファンで、本
体の正面から空気を吸い込み、上部に風が送られる構造になっており、付属の首掛けストラップを使用してハンズフリー
で使用できます。スマートフォンを見ている時や、荷物を持っている時など手に持たなくても涼むことができ便利です。ま
た、背面のスタンドを使うと卓上ファンとしても使用できます。
「NEUTRAL HANE PEN」はペンの先にファンがついた油性ボールペンです。コンパクトなサイズで鞄の中や胸ポケットな
どに入れ簡単に持ち運ぶことができ、いつでも手軽に涼むことができます。レトロクラシックなデザインで人気の Toffy コ
ンパクトファンシリーズからも 3 色展開で「Toffy HANE PEN」を発売いたします。
卓上タイプからハンズフリータイプまで充実のラインアップで、暑い夏の様々なシーンを彩り豊かに演出します。

ニ ュ ー ト ラ ル

＜「NEUTRAL」とは＞

「NEUTRAL」は男女問わずお使いいただけるベーシックなカラーとデザインを特長とする新シリーズです。
ブラックとホワイトを基調にし、どんなシーンや場所でも使いやすいライフスタイルグッズを提供します。

最大 10 時間駆動！暑い屋外のスポーツ観戦にピッタリなハンディファン
「NEUTRAL LED アロマファン」
◆製品特長
・最大 10 時間駆動
一日中の外出でも安心の 10 時間駆動です。
・風量調節は 3 段階
風量は弱・中・強の 3 段階で調節が可能です。
・アロマオイル使用可能
内蔵するオイルパッドに 100%ピュアエッセンシャルオイルを垂らせば、ファンの風に
のせてアロマの香りが広がります。
・LED ライト内蔵
本体の縁に LED ライトを備えており、アウトドアや音楽フェスなどを盛り上げるグッズ
としても最適です。
・国旗シール付属
自由に貼り替えてデコレーションが楽しめる付属の国旗シール（24 枚）を貼ることで
スポーツ観戦の際の応援グッズとしても活躍します。
・誤作動防止機能付き
長押しでの電源 ON/OFF 切り替え機能が付いているため、バッグの中などでの誤作動
を防ぎます。

◆製品概要
品名
：NEUTRAL LED アロマファン
品番
：FN02-BK/WH
カラー
：ブラック/ホワイト
価格
：本体価格\2,500＋消費税
発売
：2020 年 3 月下旬予定
製品ページ：
https://ladonna-co.net/products/item/fn02-bk-wh/
ブラック

ホワイト

シンプルな機能で使いやすいコンパクトサイズのハンディファン
「NEUTRAL ミニ LED ファン」
◆製品特長
・最大 10 時間駆動
一日中の外出でも安心の最大 10 時間駆動です。
・風量調節は 2 段階
風量は弱・強の 2 段階で調節が可能です。
・LED ライト内蔵
羽の部分に LED ライトを備えており、アウトドアや音楽フェスなどを盛り上げる
グッズとしても活用できます。
・国旗シール付属
自由に貼り替えてデコレーションが楽しめる国旗シール（24 枚）が付いているため、
応援グッズとしても活躍します。
・誤作動防止機能付き
長押しでの電源 ON/OFF 切り替え機能が付いているため、バッグの中などでの
誤作動を防ぎます。
◆製品概要
品名
：NEUTRAL ミニ LED ファン
品番
：FN01-BK /WH
カラー
：ブラック/ホワイト
価格
：本体価格\1,500＋消費税
発売
：2020 年 3 月上旬予定
製品ページ：
https://ladonna-co.net/products/item/fn01-bk-wh/
ブラック

ホワイト

アロマの香り広がるコンパクトな卓上小型扇風機
「NEUTRAL クリップ&スタンドアロマファン」
◆製品特長
・充電式でコードレスかつクリップ付きで使う場所を選ばない
据え置きで卓上に置けるほか、クリップでデスクの仕切りやテーブル等に取り付けて
使用することができます。また、充電式でコードレスのため置き場所を選びません。
・風量調節は 3 段階
風量は弱・中・強の 3 段階で調節が可能です。
・アロマオイル使用可能
内蔵するオイルパッドに 100%ピュアエッセンシャルオイルを
垂らせば、ファンの風にのせてアロマの香りが広がります。
◆製品概要
品名
：NEUTRAL クリップ&スタンドアロマファン
品番
：FN07-BK/WH
カラー ：ブラック/ホワイト
価格
：本体価格\2,800＋消費税
発売
：2020 年 3 月下旬予定
製品ページ：
https://ladonna-co.net/products/item/fn07-bk-wh/
ブラック

ホワイト

外出時も両手が使えて便利な薄型ファン
「NEUTRAL LED ハンズフリーファン」
◆製品特長
・首から下げてハンズフリーで使用可能
シロッコファンを採用したことにより本体の正面から空気を吸い込み上部に風が
送られる構造になっています。首掛けストラップを使って首に掛けることで
両手を使うことなく涼むことが可能です。スマートフォンを見ている時や、
荷物を持っている外出時でもハンズフリーで快適に使用できます。
・スタンド付きで卓上扇風機としても使用可能
スタンド付きでオフィスのデスクなどの上において使うこともできて便利です。
・風量調節は 3 段階
風量は弱・中・強の 3 段階で調節が可能です。
・LED ライト内蔵
LED ライトを備えており、アウトドアや音楽フェスなどのイベントシーンでも
活躍します。
・誤作動防止機能付き
長押しでの電源 ON/OFF 切り替え機能が付いているため、バッグの中などでの
誤作動を防ぎます。
◆製品概要
品名
：NEUTRAL LED ハンズフリーファン
品番
：FN03-BK/WH
カラー ；ブラック/ホワイト
価格
：本体価格\2,000＋消費税
発売
：2020 年 3 月下旬予定
製品ページ：
https://ladonna-co.net/products/item/fn03-bk-wh/

ブラック

ホワイト

作業中にも手軽にクールダウン！小型ファンが付いたユニークな油性ボールペン
「NEUTRAL HANE PEN」/「Toffy HANE PEN」
◆製品特長
・油性ボールペンの先にファンが付いた超小型ファン
コンパクトなサイズで鞄の中や胸ポケットなどに入れ簡単に持ち運ぶことができ、
いつでも手軽に涼むことができます。仕事中や、暑い通勤中でもコンパクトなため
目立たず使用可能です。

◆製品概要
品名
：NEUTRAL HANE PEN
品番
：FN06-BK/WH
カラー
：ブラック/ホワイト
価格
：本体価格\1,200＋消費税
発売
：2020 年 2 月上旬
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/fn06-bk-wh/
ブラック

ホワイト

◆製品概要
品名
：Toffy HANE PEN
品番
：FN06-PA/AW/SP
カラー
：ペールアクア/アッシュホワイト/シェルピンク
価格
：本体価格\1,200＋消費税
発売
：2020 年 2 月上旬
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/fn06-sp-pa-aw/
ペールアクア

アッシュホワイト

シェルピンク

製品仕様
◆「NEUTRAL LED アロマファン」製品仕様
品名
品番・カラー
価格
本体寸法
充電電池
電源
充電時間
連続使用時間
風量
ライトモード
電源コード長
主な材質
対応アロマオイル
付属品
生産国

NEUTRAL LED アロマファン
FN02-BK（ブラック）/ FN02-WH（ホワイト）
本体価格\2,500＋消費税
約 100(W)×220(H)×41(D)mm （充電スタンド含まず）
リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh （保護回路付）
5V 1.0A（USB 充電式）
約 4 時間
約 2～10 時間
3 段階（弱→中→強）
黄色→7 色
約 100cm
ポリプロピレン
100％ピュアエッセンシャルオイル（別売）
専用 USB ケーブル、専用オイルパッド×3 枚（1 枚はセット済み）、ストラップ、国旗シール、
ユーザーズガイド（保証書含む）
中国

◆「NEUTRAL ミニ LED ファン」製品仕様
品名
品番・カラー
価格
本体寸法
充電電池
電源
充電時間
連続使用時間
風量
ライトモード
電源コード長
主な材質
付属品
生産国

NEUTRAL ミニ LED ファン
FN01-BK（ブラック）/ FN01-WH（ホワイト）
本体価格\1,500＋消費税
約 86(W)×180(H)×29(D)mm
リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh （保護回路付）
5V 1.0A（USB 充電式）
約 4 時間
約 3～10 時間
2 段階（弱→強）
7色
約 100cm
ABS 樹脂
専用 USB ケーブル、ストラップ、国旗シール、ユーザーズガイド（保証書含む）
中国

◆「NEUTRAL クリップ&スタンドアロマファン」製品仕様
品名
品番・カラー
価格
本体寸法
充電電池
電源
充電時間
連続使用時間
風量
電源コード長
主な材質
対応アロマオイル
付属品
生産国

NEUTRAL クリップ&スタンドアロマファン
FN07-BK（ブラック）/ FN07-WH（ホワイト）
本体価格\2,800＋消費税
約 146(W)×180(H)×113(D)mm
リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh （保護回路付）
5V 1.0A（USB 充電式）
約 4 時間
約 2～8 時間
3 段階（弱→中→強→OFF）
約 100cm
ポリプロピレン・ABS 樹脂
100％ピュアエッセンシャルオイル（別売）
専用 USB ケーブル、専用オイルパッド×3 枚（1 枚はセット済み）、ユーザーズガイド（保証書含む）
中国

◆「NEUTRAL LED ハンズフリーファン」製品仕様
品名
品番・カラー
価格
本体寸法
充電電池
電源
充電時間
連続使用時間
風量
ライトモード
電源コード長
主な材質
付属品
生産国

NEUTRAL LED ハンズフリーファン
FN03-BK（ブラック）/ FN03-WH（ホワイト）
本体価格￥2,000+消費税
約 85(W)×128(H)×29(D)mm
リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh （保護回路付）
5V 1.0A(USB 充電式)
約 4 時間
約 2～8 時間
3 段階(弱→中→強)
7色
約 100cm
ABS 樹脂
専用 USB ケーブル、首掛けストラップ、ユーザーズガイド（保証書含む）
中国

◆「NEUTRAL HANE PEN」製品仕様
品名
品番・カラー
価格
本体寸法
電源
連続使用時間
インク色
主な材質
付属品
生産国

NEUTRAL HANE PEN
FN06-BK（ブラック）/ FN06-WH（ホワイト）
本体価格\1,200＋消費税
本体（ファン除く）：約φ13×155(H)mm ファン：約 58×23mm
単 4 形アルカリ乾電池×1 本
約 5 時間
ブラック
本体：ステンレス、 スイッチ・ファン：ABS 樹脂
テスト用電池×1 本
中国

◆「Toffy HANE PEN」製品仕様
品名
品番・カラー
価格
本体寸法
電源
連続使用時間
インク色
主な材質
付属品
生産国

Toffy HANE PEN
FN06-PA（ペールアクア）/ FN06-AW（アッシュホワイト）/FN06-SP（シェルピンク）
本体価格\1,200＋消費税
本体（ファン除く）：約φ13×155(H)mm ファン：約 58×23mm
単 4 形アルカリ乾電池×1 本
約 5 時間
ブラック
本体：ステンレス スイッチ・ファン：ABS 樹脂
テスト用電池×1 本
中国

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/

