
 

 

 

 

 

 

株式会社ラドンナ 

                              2019年 9 月 3日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、レトロクラシックなデザインとカラーリングで好評をいただいている Toffｙ加

湿器シリーズから、「Toffy上部給水式アロマ加湿器」、「Toffy超音波アロマ加湿器Ⅲ」、「Toffyペットボトルアロマ加湿

器」を 2019年 9月 4日（水）より順次発売します。 

 この度発売する Toffy加湿器シリーズでは、発売よりご好評いただいている超音波アロマ加湿器の新型モデル「Toffy

超音波アロマ加湿器Ⅲ」に加え、本体上部から給水できる「Toffy上部給水式アロマ加湿器」とペットボトルを使用する

「Toffy ペットボトルアロマ加湿器」を新たにラインナップに追加します。シリーズ共通でアロマに対応し、お好みの香りを

お楽しみいただけます。 

 

「Toffy上部給水式アロマ加湿器」は Toffｙ加湿器シリーズとして初めて上部給水式を採用し、水タンクを取り外す手間

なく簡単に給水可能な加湿器です。 

「Toffy超音波アロマ加湿器Ⅲ」は発売よりご好評いただいている「Toffy 超音波アロマ加湿器」の新型モデルです。充

実した機能はそのままに、よりシックで洗練されたデザインにリニューアルしました。「Toffy 上部給水式アロマ加湿器」と

「Toffy 超音波アロマ加湿器Ⅲ」はアロマオイルだけでなく、アロマウォーターの使用も可能で、カラーリングは「PALE 

AQUA」「ASH WHITE」の 2色展開です。 

「Toffy ペットボトルアロマ加湿器」はお手持ちのペットボトルを水タンクとして使用できる加湿器で、旅行など外出先で

の使用にも便利です。アロマオイルの使用が可能で、カラーリングは「SHELL PINK」「PALE AQUA」「ASH WHITE」の 3

色展開です。 

 

レトロなデザインとカラーリングが魅力の Toffy加湿器シリーズ 

アロマの香りも楽しめる 3種類の加湿器が新登場！ 
「Toffy上部給水式アロマ加湿器」、「Toffy超音波アロマ加湿器Ⅲ」、「Toffyペットボトルアロマ加湿器」 

2019年 9月 4日より順次発売 



Toffy 加湿器シリーズ初！本体上部からラクラク給水 

「Toffy 上部給水式アロマ加湿器」 

 

◆製品特長 

「Toffy 上部給水式アロマ加湿器」は、水タンクの上から給水できる「上部給水式」

を採用した新モデルです。 

水タンクを水道まで持ち運ぶ必要がなく、上の蓋を外すだけで簡単に給水できま

す。ミストは、強→中→弱の 3 段階調節ができ、お好みのミスト量に設定していただ

けます。またタイマー機能がついているので、お休み時も安心して使えます。水切れ

センサーで水がなくなると自動でオフになるのでさらに安心です。水タンクは排水時

に取り外し、取っ手を持って運ぶことが出来、また内部まで丸洗い可能でいつでも清

潔にお使いいただけます。 

お好みのエッセンシャルオイル(別売)やアロマウォーター(別売)を使うことで香りも

お楽しみいただけます。 

お部屋に馴染むシンプルなデザインとレトロなカラーリングで、“魅せる家電”とし

ても活躍します。 

 

 

 

 

 

◆製品概要 

品名 ：Toffy 上部給水式アロマ加湿器 

品番 ：TF94-HF-PA / TF94-HF-AW 

展開色 ：PALE AQUA / ASH WHITE  

価格 ：本体価格\6,300＋消費税  

発売 ：2019 年 9月中旬 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/tf94-hf/ 

 

 

 

 

 

大好評モデルのリニューアルデザインが登場 

「Toffy 超音波アロマ加湿器Ⅲ」 
 

◆製品特長 

「Toffy 超音波アロマ加湿器Ⅲ」は、発売よりご好評をいただいていた超音波アロ

マ加湿器の、約 2.7Lの大容量・約 250ml/h の噴霧量の充実した機能はそのまま

に、よりシックで洗練されたデザインにリニューアルしました。 

本体についたダイヤルでミスト量の細かな調節ができ、使用場所に合わせた加湿

が可能です。加湿時はダイヤルが光る仕様になっており、消し忘れを防止します。ま

た、水切れセンサーで水がなくなると自動でオフになるので安心です。 

お好みのエッセンシャルオイル(別売)※やアロマウォーター(別売)を

使うことで香りもお楽しみいただけます。 

 

※エッセンシャルオイルは付属のアロマパッドでの使用専用になります。 

 

 

◆製品概要 

品名    ：Toffy 超音波アロマ加湿器Ⅲ 

品番 ：TF93-HF-PA / TF93-HF-AW 

展開色   ：PALE AQUA / ASH WHITE  

価格    ：本体価格\5,000＋消費税  

発売 ：2019 年 9月 4日(水) 

製品ページ： https://ladonna-co.net/products/item/tf93-hf/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ladonna-co.net/products/item/tf94-hf/
https://ladonna-co.net/products/item/tf93-hf/


お手持ちのペットボトルで給水可能 

「Toffy ペットボトルアロマ加湿器」 

 
◆製品特長 

「Toffy ペットボトルアロマ加湿器」は、お手持ちのペットボトルから

給水できて持ち運びにも便利なコンパクトモデルです。 

テーブルにちょこんとのせられるサイズなので、お部屋やオフィス

等、場所を選ばずいつでも気軽にお使いいただけます。2 種類のボト

ルコネクターが付属されており、さまざまなペットボトルに対応可能で

す。※ 

お好みのエッセンシャルオイル(別売)を使うことで香りもお楽しみ

いただけます。また、充実した 3カラー展開でお部屋を可愛く彩りま

す。 

 

※ペットボトルの種類によっては本製品に適合しない場合がありま

す。 

 

 

 

◆製品概要 

品名  ：Toffy ペットボトルアロマ加湿器 

品番  : TF92-PHF-SP / TF92-PHF-PA / TF92-PHF-AW 

展開色  ：SHELL PINK / PALE AQUA / ASH WHITE 

価格  ：本体価格\3,500＋消費税 

発売  ：2019 年 9月中旬  

製品ページ ：https://ladonna-co.net/products/item/tf92-phf/ 

 

 

 

 

 

 

 

◆Toffy 上部給水式アロマ加湿器 

品名 Toffy 上部給水式アロマ加湿器 

品番 TF94-HF-PA（PALE AQUA）/ TF94-HF-AW（ASH WHITE） 

価格 ￥6,300+消費税 

加湿方式 超音波振動方式 

電源 AC100V 50/60Hz 

定格消費電力 28W 

水タンク容量 約 3.0L 

ミストモード 強→中→弱 

タイマー 連続（水切れまで）→約 3 時間→約 6 時間 

連続加湿時間 約 11 時間（強モード時）※環境により異なります。 

加湿能力 

強モード：270ml/h±30ml/h 

中モード：170ml/h±30ml/h 

弱モード：80ml/h±30ml/h      ※いずれのモードも環境により異なります。 

適応床面積 プレハブ洋室 7 畳、木造和室 4畳 

電源コード長 約 150cm 

外形寸法 約φ180✕275(H)mm 

重量 約 1,280g 

主な材質 

本体：ABS樹脂 

アロマユニット：ポリプロピレン 

オイルパッド：不織布 

対応アロマ 
水タンク：アロマウォーター（別売） 

アロマユニット：100%ピュアエッセンシャルオイル（別売） 

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

生産国 中国 

 

 

製品仕様 

https://ladonna-co.net/products/item/tf92-phf/


◆Toffy 超音波アロマ加湿器Ⅲ 

品名 Toffy 超音波アロマ加湿器Ⅲ 

品番 TF93-HF-PA（PALE AQUA）/ TF93-HF-AW（ASH WHITE） 

価格 ￥5,000+消費税 

加湿方式 超音波振動方式 

電源 AC100V 50/60Hz 

定格消費電力 25W 

水タンク容量 約 2.7L 

動作モード ON/OFF(無段階調節) 

連続加湿時間 約 10 時間 ※環境により異なります。 

加湿能力 250ml/h±30ml ※環境により異なります。 

適応床面積 プレハブ洋室 7 畳、木造和室 4畳 

電源コード長 約 150cm 

外形寸法 約 152(W)×350(H)×152(D)mm 

重量 約 1,000g 

主な材質 

本体：ABS樹脂 

アロマユニット：ポリプロピレン 

オイルパッド：不織布 

対応アロマ 
水タンク：アロマウォーター（別売） 

アロマユニット：100%ピュアエッセンシャルオイル（別売） 

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

生産国 中国 

  

◆Toffy ペットボトルアロマ加湿器 

品名 Toffy ペットボトルアロマ加湿器 

品番 TF92-PHF-SP(SHELL PINK)/TF92-PHF-PA（PALE AQUA）/ TF92-PHF-AW（ASH WHITE） 

価格 ￥3,500+消費税 

加湿方式 超音波振動方式 

電源 
専用 AC アダプター(AC-24065HT) 

入力：AC100V 50/60Hz、出力：DC24V 650mA 

定格消費電力 15.6W 

対応ペットボトル 500ml まで ※ペットボトルは別途ご用意ください。 

動作モード ON/OFF(無段階調節) 

連続加湿時間 約 6 時間 ※環境により異なります。 

加湿能力 最大 90ml/h±20ml ※環境により異なります。 

電源コード長 約 180cm 

外形寸法 約 97(W)×109(H)×132(D)mm 

重量 約 240g (付属品含まず) 

主な材質 

本体：ABS樹脂 

アロマユニット：ポリプロピレン 

オイルパッド：不織布 

対応アロマ 100%ピュアエッセンシャルオイル（別売） 

付属品 
オイルパッド×3 枚(1 枚はセット済)、ボトルコネクター2 種、 

専用 AC アダプター、ユーザーズガイド(保証書含む) 

生産国 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/ 


