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2020 年 5 月 25 日

かわいらしいデザインで自分磨きが楽しくなる美容製品シリーズ
Toffy Beauty からビューティーアイテム 5 種が新登場！

「振動ヘッドスパ」「コスメティックシェーバー」
「ハリウッドスタイルミラー」「LED トリプルミラー」「LED ブライトミラー」

2020 年 5 月 26 日より順次発売開始
株式会社ラドンナ(本社：東京都江東区)は、デザイン性と機能性で人気の美容製品シリーズ Toffy Beauty から、
「Toffy Beauty 振動ヘッドスパ」「Toffy Beauｔｙ コスメティックシェーバー」「Toffy Beautｙ ハリウッドスタイルミラー」
「Toffy Beauty LED トリプルミラー」「Toffy Beauty LED ブライトミラー」の 5 種を 2020 年 5 月 26 日より順次発売します。
美容製品シリーズ Toffy Beauty は、いつもの暮らしがちょっと楽しくなるようにこだわった、毎日を彩り豊かにするブラ
ンドです。使い勝手とデザイン性にこだわったデイリーユースにぴったりなビューティーアイテムをラインアップしていま
す。
この度発売する「Toffy Beauty 振動ヘッドスパ」は、心地良い微振動が気持ちいいヘッドケア商品です。IPX5 相当の
防滴性能で、お部屋でもお風呂でも、どこでも手軽にヘッドスパ気分が味わえます。「Toffy Beauｔｙ コスメティックシェー
バー」は外出先でも使いやすいコンパクトでおしゃれなデザインが特長の電動シェーバーです。
「Toffy Beautｙ ハリウッドスタイルミラー」「Toffy Beauty LED トリプルミラー」「Toffy Beauty LED ブライトミラー」はミラ
ーを囲む LED ライトがお顔全体を明るく照らし、ムラなくメイクが出来る LED ライト付きミラーです。
今回発売の 5 種類のアイテム追加により、シリーズのラインアップが更に広がります。

お部屋でも、お風呂でも！心地よい微振動でどこでもヘッドスパ
「Toffy Beauty 振動ヘッドスパ」
◆製品特長
心地良い微振動でヘッドスパ気分が味わえるヘッドケア商品です。
いつでもどこでも気軽に使うことが出来ます。

・お好みで調節可能な振動数
振動数は弱～強の無段階調節可能。
お好みの振動で頭皮を心地良くケアします。
・軽量かつコンパクト！
軽量設計かつ女性の手にもフィットする形状で持ちやすく、毎日のリラックスタイムに手軽
に取り入れることができます。
・お風呂でも使える防滴設計
IPX5 相当の防滴仕様で、お風呂であたたまりながら使用可能です。
乾電池式でコードレスのため使う場所を選ばず、お部屋でもお風呂場でもお使いいただけます。
・硬さが選べる 2 種類のヘッド
2 種類のヘッドを付け替えて、気分に合わせてヘッドケアをすることができます。
アタッチメント式でお手入れも簡単です。

ハードヘッド：力強く振動を伝えます。
ソフトヘッド：やさしく振動を伝えます。

◆製品概要
品名
：Toffy Beauty 振動ヘッドスパ
品番
：TB05-VH-PK / TB05-VH-WH
展開色 ：ピンク / ホワイト
価格
：本体価格\4,000＋消費税
発売
：2020 年 5 月 26 日
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/tb05-vh/

持ち歩きにうれしいコンパクトサイズでいつでもうぶ毛ケア
「Toffy Beauty コスメティックシェーバー」
◆製品特長
サイズ感とデザインにこだわった乾電池式のレディースシェーバー。
リップスティックのようなおしゃれなデザインで、メイクポーチにも入れやすいコンパクトサイズ。
外出時でも使いやすく、いつでもどこでもうぶ毛をケアできます。

持ち歩きやすいコンパクトサイズ

ピンク

ホワイト

・肌に優しい回転刃式
刃が肌に直接触れない回転刃式なので、肌を傷つけず安心です。
・水洗い可能なシェーバーヘッド
シェーバーヘッドは取り外して水洗いをすることができ、お手入れも簡単です。
お手入れに便利な掃除用ブラシ付き。
・LED ライト付き
ヘッド部分に LED ライトを搭載しており、肌面を照らしながらのシェービングが可能です。

◆製品概要
品名
：Toffy Beauty コスメティックシェーバー
品番
：TB05-CS1-PK / TB05-CS1-WH
展開色 ：ピンク / ホワイト
価格
：本体価格\2,000＋消費税
発売予定：2020 年 7 月下旬
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/tb05-cs1/

ピンク

ホワイト

3 色から選べる LED ライトで魅力的にメイクアップ
「Toffy Beauty ハリウッドスタイルミラー」
◆製品特長
3 色の調色 LED でお出かけシーンに合わせてメイクができる LED ライト付きミラー。

・3 色の調色 LED
＜昼光色＞
オフィスメイクに。

＜電球色＞
夜のおでかけメイクに。

＜昼白色＞
日中のお出かけメイクに。

・調光機能付き
LED ライトはお好みの明るさに調節できます。
・角度調節が自由自在
鏡面の角度を自由自在に変えることができ、様々な角度か
らお顔をチェックできます。
角度調節が自由自在

調光機能付き
・2WAY 電源
乾電池と USB 接続のどちらでも使用できます。

◆製品概要
品名
：Toffy Beauty ハリウッドスタイルミラー
品番
：TB06-LM1-PK / TB06-LM1-WH
展開色 ：ピンク / ホワイト
価格
：本体価格\7,000＋消費税
発売予定：2020 年 6 月下旬
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/tb06-lm1/
ピンク

ホワイト

明るく光る LED ライトと拡大鏡でお顔の細部まで素敵にメイクアップ
「Toffy Beauty LED トリプルミラー」
◆製品特長
面発光 LED でお顔をムラなく明るく映す LED ライト付きミラー。
横顔もチェックすることができる 3 面鏡仕様。

・拡大鏡（3 倍・5 倍）付き
細かいポイントメイクに便利な 2 種類の拡大鏡付き。
サイドの鏡をたたむとコンパクトに収納できます。

・調光機能付き
LED ライトはお好みの明るさに調節できます。
・2WAY 電源
乾電池と USB 接続のどちらでも使用できます。

調光機能付き

◆製品概要
品名
：Toffy Beauty LED トリプルミラー
品番
：TB06-LM2-PK / TB06-LM2-WH
展開色 ：ピンク / ホワイト
価格
：本体価格\5,000＋消費税
発売予定：2020 年 6 月下旬
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/tb06-lm2/

ピンク

ホワイト

LED ライトで明るくお顔を映し、いつものメイクもワンランクアップ
「Toffy Beauty LED ブライトミラー」
◆製品特長
面発光 LED でお顔をムラなく明るく映す LED ライト付きミラー。

・調光機能付き
LED ライトはお好みの明るさに調節できます。
・角度調整可能
コンパクトサイズで場所をとらない卓上ミラー型。
背面のスタンドで鏡面の角度調節が可能です。
・2WAY 電源
乾電池と USB 接続のどちらでも使用できます。

調光機能付き

角度調節可能

◆製品概要
品名
：Toffy Beauty LED ブライトミラー
品番
：TB06-LM3-PK / TB06-LM3-WH
展開色 ：ピンク / ホワイト
価格
：本体価格\3,500＋消費税
発売予定：2020 年 6 月下旬
製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/tb06-lm3/
ピンク

製品仕様

◆Toffy Beauty 振動ヘッドスパ
品名
品番
価格
本体寸法
重量
電源
動作モード
防水性能
主な材質
付属品
生産国

Toffy Beauty 振動ヘッドスパ
TB05-VH-PK（ピンク） / TB05-VH-WH（ホワイト）
￥4,000+消費税
約 63(W)×130(H)×70(D)mm
約 170g(電池含まず)
単 3 形アルカリ乾電池×2 本(別売)
弱～強（無段階調整）
防滴（IPX5 相当）
ABS 樹脂
ハードヘッド、ソフトヘッド、ユーザーズガイド(保証書含む)
中国

◆Toffy Beauty コスメティックシェーバー
品名
品番
価格
本体寸法
重量
電源
動作モード
主な材質
付属品
生産国

Toffy Beauty コスメティックシェーバー
TB05-CS1-PK（ピンク） / TB05-CS1-WH（ホワイト）
￥2,000+消費税
約φ 24×110(H)mm ※
約 40g（電池含まず） ※
単 3 形アルカリ乾電池×1 本(別売)
オン/オフ（ロック機能付き）
ABS 樹脂
掃除用ブラシ、ユーザーズガイド（保証書含む）
中国

※本体寸法及び重量はキャップを取り付けた状態です。

◆Toffy Beauty ハリウッドスタイルミラー
品名
品番
価格
本体寸法
重量
電源
動作モード
調光モード
主な材質
付属品
生産国

Toffy Beauty ハリウッドスタイルミラー
TB06-LM1-PK（ピンク） / TB06-LM1-WH（ホワイト）
￥7,000+消費税
約 230(W)×370(H)×150(D)mm ※
約 970g（電池含まず） ※
単 3 形アルカリ乾電池×4 本(別売)／USB 接続（5V 1.0A）
昼光色→電球色→昼白色→OFF
無段階調節
本体/ABS 樹脂、鏡面/ガラス
専用 USB ケーブル、ユーザーズガイド（保証書含む）
中国

※本体寸法及び重量は台座を取り付けた状態です。

ホワイト

◆Toffy Beauty LED トリプルミラー
品名
品番
価格
本体寸法
重量
電源
動作モード
調光モード
主な材質
付属品
生産国

Toffy Beauty LED トリプルミラ－
TB06-LM2-PK（ピンク） / TB06-LM2-WH（ホワイト）
￥5,000+消費税
約 180(W)×275(H)×120(D)mm（本体折りたたみ時） ※
約 820g（電池含まず） ※
単 4 形アルカリ乾電池×4 本(別売)／USB 接続（5V 1.0A）
オン/オフ
無段階調節
本体/ABS 樹脂、鏡面/ガラス
専用 USB ケーブル、ユーザーズガイド（保証書含む）
中国

※本体寸法及び重量は台座を取り付けた状態です。

◆Toffy Beauty LED ブライトミラー
品名
品番
価格
本体寸法
重量
電源
動作モード
調光モード
主な材質
付属品
生産国

Toffy Beauty LED ブライトミラ－
TB06-LM3-PK（ピンク） / TB06-LM3-WH（ホワイト）
￥3,500+消費税
約 165(W)×225(H)×50(D)mm ※
約 350g（電池含まず）
単 3 形アルカリ乾電池×4 本(別売)／USB 接続（5V 1.0A）
オン/オフ
無段階調節
本体／ABS 樹脂、 鏡面／ガラス
専用 USB ケーブル、ユーザーズガイド（保証書含む）
中国

※本体寸法はスタンド折りたたみ時の状態です。

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/

