
 

 

 

 

 

 

株式会社ラドンナ 

                              2019年 7 月 23 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、デザイン性と使い勝手にこだわった美容製品の Toffy Beautyシリーズよ

り、「Toffy Beauty 2way フェイスブラシ」、「Toffy Beauty フェイス＆フットケアセット」、「Toffy Beauty コンパクトネイルケ

アセット」、「Toffy Beauty ヒートアイラッシュカーラー」4種類を 2019年 7月 23日（火）より順次発売します。 

 美容製品 Toffy Beautyシリーズは、使い勝手とデザイン性にこだわった、毎日を彩り豊かにしてくれるビューティーアイ

テムを取り扱うブランドです。デイリーユースにピッタリな、いつもの暮らしが少し楽しくなるビューティーアイテムを取り揃

えています。同シリーズからは「Toffy Beauty コードレス ストレートヘアアイロン」と「Toffy Beauty コードレス ロールブ

ラシヘアアイロン」を販売しており、今回発売する 4種類のアイテム追加により、シリーズのラインナップが更に広がりま

す。 

 

【新商品 4 種類】 

 

 

 

“かわいさ”、 “デザイン性”、 “機能性”で自分磨きが楽しくなる美容製品シリーズ 

Toffy Beauty に 4 種類のビューティーアイテムが登場！ 
「2way フェイスブラシ」、「フェイス＆フットケアセット」、「コンパクトネイルケアセット」、「ヒートアイラッシュカーラー」 

2019年 7月 23日より順次発売開始 



音波振動＆極細毛で毛穴の汚れを浮かせてやさしく洗顔！ブラシを外すとアイケアにも使える！ 

「Toffy Beauty 2way フェイスブラシ」 

 
◆製品特長 

「Toffy Beauty 2way フェイスブラシ」は、毎分約 8,000 回の音波振動と毛先約 10 ミクロンの極細毛で、毛

穴の汚れを浮かせて優しく洗顔ができるフェイスブラシです。防滴性能付きのため、お風呂での使用も可

能です。また、フェイスブラシを外すと、アイケアにもお使いいただけます。 

 

◆使用方法 

＜洗顔＞ 

１．顔とブラシを水でぬらし、よく泡立てた洗顔料を顔全体にのせます。 

2. スイッチを ONにし、泡の上からやさしくブラシをあて、 

  円を描くようにゆっくり動かします。 

3.水でしっかり洗い流します。 

 

＜アイケア＞ 

1. 目元にアイクリームを塗り、スイッチを ONにした 

振動ヘッドを目元に当てます。 

 

 

◆製品概要 

品名 ：Toffy Beauty 2way フェイスブラシ 

品番 ：TB04-FB-PK/ TB04-FB-WH 

展開色 ：PINK/WHITE  

防水性能  ：防滴（IPX5 相当） 

価格 ：本体価格\3,000＋消費税  

発売 ：2019 年 7 月 23 日(火) 

製品ページ： https://ladonna-co.net/products/item/tb04-fb/ 

 

 

5 種類のアタッチメントで、フェイスとフットのケアができるスペシャルセット 

「Toffy Beauty フェイス＆フットケアセット」 

 

◆製品特長 

「Toffy Beauty フェイス＆フットケアセット」は、1 台でフェイス・フットのケアができるスペシャル 

セットです。フェイス用ブラシ 3種類とフット用ポリッシャー2 種類の計 5 種類のアタッチメントと、 

収納に便利な専用ケース付き。回転速度は２段階から選択でき、肌の状態に合わせた洗顔と、 

かかとの角質ケアが可能です。防滴性能付きでお風呂での使用も可能です。 

 

 

◆アタッチメント 

〈洗顔〉 

 

 

 

 

 

 

◆製品概要 

品名 ：Toffy Beauty フェイス＆フットケアセット 

品番 ：TB04-FFS-PK/ TB04-FFS-WH 

展開色 ：PINK/WHITE  

防水性能  ：防滴（IPX5 相当） 

価格 ：本体価格\4,000＋消費税  

発売 ：2019 年 9 月 中旬 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/tb04-ffs/ 

 

極細トリプルブラシ 

(毛先約 10 ミクロン) 
揉み上げながら優しく洗顔 

極細ブラシ 
(毛先約 55 ミクロン) 
濃密毛でしっかり洗顔 

シリコンブラシ 
ソフトなブラシで 
さっぱり洗顔 

金属ポリッシャー 

かかとの角質を 

取り除きます 

 

軽石ポリッシャー  

かかとの角質取り後の 

仕上げをします 

〈フットケア〉 

◆使用方法 
＜洗顔＞ 
１．顔とブラシを水でぬらし、よく泡立てた洗顔料を顔
全体にのせます。 
2. スイッチを ONにし、泡の上からやさしくブラシをあ
て、円を描くようにゆっくり動かします。 
3.水でしっかり洗い流します。 
 
＜フットケア＞ 
１．用途に応じてアタッチメントを取り付けます。 
2. スイッチを ONにし、かかとにあてます。 



5 種類のアタッチメントを付け替えて、おうちで簡単ネイルケア 

「Toffy Beauty コンパクトネイルケアセット」 

 
◆製品特長 

 「Toffy Beauty コンパクトネイルケアセット」は、5 種類のアタッチメントを付け替えて、 

お家で簡単にネイルケアができる、ネイルケアセットです。爪の形づくりや艶出しなど、 

用途に応じた 5 種類のアタッチメントを収納できる専用ケース付き。また、回転速度は 

2 段階から選択でき日々のネイルケアから、ジェルネイルをオフした後のセルフケアに 

も最適です。 

 

◆5 種類のアタッチメント 

 

サンドペーパーヘッド…爪の形を整えます。 

ニッケルヘッド…爪の表面をなめらかにし、形を整えます。 

スチールヘッド…爪のささくれを取り除きます。 

コランダムヘッド…爪の表面をならします。 

ポリシャーヘッド…爪の艶出しをします。 

 

◆製品概要 

品名  ：Toffy Beauty コンパクトネイルケアセット 

品番  : TB04-NC-PK/ TB04-NC-WH 

展開色  ：PINK/WHITE  

価格  ：本体価格\3,000＋消費税 

発売  ：2019 年 8 月 23 日(金)  

製品ページ ：https://ladonna-co.net/products/item/tb04-nc/ 

 

 

 

 

 

2 種類のコームで、まつ毛のカールをキレイにキープ！ 

「Toffy Beauty ヒートアイラッシュカーラー」 

 
◆製品特長 

 「Toffy Beauty ヒートアイラッシュカーラー」は、熱でカールをキープするアイラッシュカーラーです。セパレート

コームでまつ毛を広げながらカールアップし、ダブルヒーターを使用したヒートコームでカールをキープします。

持ち運びに便利なキャップと、コームに付着した汚れを落とすための掃除用ブラシ付きです。 

 

◆キレイなカールをつくる 2 つのコーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆使用方法 

１．温まったコームをまつ毛にあて、3 秒間キープします。 

2. ゆっくり毛先まで動かし、軽く押しながら 3 秒間キープします。   

 

 

 

 

◆製品概要 

品名  ：Toffy Beauty ヒートアイラッシュカーラー 

品番  :TB04-HEC-PK/ TB04-HEC-WH 

展開色  ：PINK/WHITE  

価格  ：本体価格\1,500＋消費税  

発売  ：2019 年 7 月 23 日(火)  

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/tb04-hec/  

 



 

◆Toffy Beauty 2way フェイスブラシ 

品名 Toffy Beauty 2way フェイスブラシ 

品番 TB04-FB-PK（ピンク）/TB04-FB-WH（ホワイト） 

価格 ￥3,000+消費税 

本体寸法 約 35(W)×170(H)×50(D)mm※ 

電源 単 4 形アルカリ乾電池×1本(別売) 

重量 約 50g※(電池含まず) 

動作モード オン/オフ 

防水性能 防滴（IPX5 相当） 

主な材質 ABS樹脂 

付属品 フェイスブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む) 

生産国 中国 

※本体寸法及び重量は本体にフェイスブラシを取り付けた状態です。 

 

◆Toffy Beauty フェイス＆フットケアセット 

品名 Toffy Beauty フェイス＆フットケアセット 

品番 TB04-FFS-PK（ピンク）/ TB04-FFS-WH（ホワイト） 

価格 ￥4,000+消費税 

本体寸法 約 57(W)×165(H)×70(D)mm※ 

電源 単 3 形アルカリ乾電池×2 本(別売) 

重量 約 130g※(電池含まず)  

動作モード 弱→強→オフ 

防水性能 防滴（IPX5 相当） 

主な材質 ABS樹脂 

付属品 専用ケース、アタッチメント×5種、ユーザーズガイド(保証書含む)  

生産国 中国 

※本体寸法及び重量は本体に極細ブラシを取り付けた状態です。  

 

◆Toffy Beauty コンパクトネイルケアセット 

品名 Toffy Beauty コンパクトネイルケアセット 

品番 TB04-NC-PK（ピンク）/ TB04-NC-WH（ホワイト） 

価格 ￥3,000+消費税 

本体寸法 約 36(W)×140(H)×34(D)mm※ 

電源 単 4 形アルカリ乾電池×2 本(別売) 

重量 約 45g※(電池含まず)  

動作モード 弱/強 

主な材質 ABS樹脂 

付属品 専用ケース、アタッチメント×5種、ユーザーズガイド(保証書含む) 

生産国 中国 

※本体寸法及び重量は本体にサンドペーパーヘッドを取り付けた状態です。 
 

◆Toffy Beauty ヒートアイラッシュカーラー 

品名 Toffy Beauty ヒートアイラッシュカーラー 

品番 TB04-HEC-PK（ピンク）/ TB04-HEC-WH（ホワイト） 

価格 ￥1,500+消費税 

本体寸法 約 20(W)×148(H)×21(D)mm※ 

電源 単 3 形アルカリ乾電池×1 本(別売) 

重量 約 10g※(電池含まず) 

動作モード オン/オフ 

主な材質 ABS樹脂 

付属品 キャップ、掃除用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む) 

生産国 中国 

※本体寸法及び重量はキャップを取り外した状態です。 

 

 

製品仕様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

＜Toffy Beauty とは＞ 

使い勝手だけではなく、見た目にもこだわりたい。 

デイリーユースにピッタリなアイテムを豊富にラインアップ。 

いつもの暮らしが少しだけ楽しくなるようにこだわった、毎日を彩り豊かにしてくれるブランドです。 


