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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機能性で好評をいただいている Toffy コンパ

クトファンシリーズより「Toffy LED ハンズフリーファン」「Toffy LED ハンズフリーカメラファン」「Toffy 3WAY LED ハンディ

ファン」「Toffy LED アロマファン」「Toffy ミニ LED ファン」の全 5 種類を 2020 年 3 月中旬頃より順次発売します。 

 

この度、Toffy コンパクトファンシリーズに新しく「Toffy LED ハンズフリーファン」「Toffy LED ハンズフリーカメラファ

ン」「Toffy 3WAY LED ハンディファン」の 3 種を新たに加えるとともに、昨年ご好評いただいた「Toffy LED アロマファ

ン」「Toffy ミニ LED ファン」の 2 種を発表します。 

新登場の「Toffy LED ハンズフリーファン」「Toffy LED ハンズフリーカメラファン」は首掛けストラップが付属した薄型

ファンです。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で、首にかけることで両手を塞がずに涼むこと

ができます。そのためスマートフォンを見ている時や、外出先で荷物を持っている時でも快適に使用できます。 

同じく新登場の「Toffy 3WAY LED ハンディファン」は首掛けストラップと卓上スタンドが付属しており、手持ち・首掛

け・卓上と場所を選ばず便利に使える 3WAY のハンディファンです。またファンの首の角度を自由に調節することがで

きるため狙った場所に風を送ることができます。 

「Toffy LED アロマファン」「Toffy ミニ LED ファン」はシリーズ初の屋外に持ち出せて使用できるハンディタイプのミニ

扇風機として昨年好評いただいた商品です。新色としてネイビーが加わり、さらに駆動時間も最長 10 時間と長くなりま

した。また、誤作動防止のために長押しでの電源 ON/OFF 切り替えの機能を追加して、リニューアル発売します。

「Toffy LED アロマファン」は、ミニ扇風機としてだけではなく、オイルパッドが内蔵されているため涼みながらお好みの

アロマを楽しむことができます。 

「Toffy 3WAY LED ハンディファン」「Toffy LED アロマファン」「Toffy ミニ LED ファン」には 24 枚の国旗のシールが付

属し、応援している国に合わせてカスタマイズができ、スポーツ観戦グッズとしても活躍します。また、5 種全てにファン

が光るライトモードが付いており、アウトドアや音楽フェスなどのイベントシーンで LED ライトとして存在感を発揮しま

す。 

 

首掛け・３WAY 型・国旗シール付きなどバラエティ豊かな 

「Toffy コンパクトファンシリーズ」全 5 種 新登場！ 
～「Toffy LED ハンズフリーファン」 「Toffy LED ハンズフリーカメラファン」 

 「Toffy 3WAY LED ハンディファン」 「Toffy ミニ LED ファン」 「Toffy LED アロマファン」～ 

2020 年 3 月中旬より順次発売 



首掛けストラップ付きで薄型設計のため、両手が自由に使えて外出時に便利！ 

「Toffy LED ハンズフリーファン」「Toffy LED ハンズフリーカメラファン」 

 

◆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

ことができるため、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。 

 

・選べる 2 種類のデザイン 

「ハンズフリーファン」は 2 種類のデザイン展開です。 

「Toffy LED ハンズフリーファン」は、シンプルなデザインで男女問わずお使いいただけま

す。「Toffy LED ハンズフリーカメラファン」は、ユニークなカメラのデザインでレンズに見立 

てた部分がファンになった、レトロでかわいらしいフォルムが魅力です。 

 

・首掛けストラップ付きで薄型設計 

首掛けストラップ(安全パーツ付き)が付属しており、両手が自由に使えるため外出時や 

スマホ操作をする際にも便利です。また、薄型でスリムな形状をしているためかさばらず、 

小さな鞄でも持ち運べます。 

 

・誤作動防止機能付き 

長押しでの電源 ON/OFF 切り替えの機能がついているため、バッグの中などでの誤作動 

を防ぎます。 

 

・スタンド付きで卓上扇風機としても使用可能 

本体裏面のスタンドを立てることで机の上に置いて使うことができます。 

 

・風量調節は 3 段階 

風量は強・中・弱の 3 段階で調節可能です。 

 

・LED ライト搭載 

カラフルなライトモードを備えており、アウトドアや音楽フェスなどの 

イベントシーンで LED ライトとしても活躍します。 

 

 

◆製品概要 

品名 ：Toffy LED ハンズフリーファン  

品番 ：FN03-PA/FN03-AW/FN03-SP/FN03-NV 

展開色 ：ペールアクア / アッシュホワイト / 

        シェルピンク / ネイビー 

価格 ：本体価格\2,000＋消費税  

発売 ：2020 年 4 月予定 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/fn03-sp-pa-aw-nv/  

 

◆製品概要 

品名 ：Toffy LED ハンズフリーカメラファン  

品番 ：FN04-PA/FN04-AW/FN04-SP/FN04-RB 

展開色 ：ペールアクア / アッシュホワイト /  

シェルピンク / リッチブラック 

価格 ：本体価格\2,200＋消費税  

発売 ：2020 年 4 月予定 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/fn04-sp-pa-aw-rb/    

 

 

 

 

 

 

 

 

ペールアクア アッシュホワイト シェルピンク ネイビー 

ペールアクア アッシュホワイト シェルピンク リッチブラック 



手持ち・首掛け・卓上と様々なシーンで使える 3WAY ハンディファン 

「Toffy 3WAY LED ハンディファン」 
 
◆製品特長 

・手持ち・首掛け・卓上と幅広く使える 3WAY 

付属のストラップ（安全パーツ付き）を使うと、首掛けとして使用でき、両手が自由に使

えるため外出時やスマートフォンの操作をする際に便利です。また、付属のスタンドを

取り付けることで卓上ファンとしても使用できます。 

 

・ファンの角度の調節が可能 

ファンの首の角度が自由に変えられ、狙った場所に風を送ることができるため、様々な

シーンに合わせて便利にお使いいただけます。 

 

・風量調節は 3 段階 

風量は強・中・弱の 3 段階で調節可能です。 

 

・LED ライト搭載 

カラフルなライトモードを備えており、アウトドアや音楽フェスなどのイベントシーンで 

LED ライトとしても活躍します。 

 

・国旗シール付き 

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を貼ることで、 

スポーツ観戦時の応援グッズとしても活躍します。 

 

・誤作動防止機能付き 

長押しで電源 ON/OFF 切り替えのため、バッグの中などでの誤作動を防止します。 

 

 

 

 
◆製品概要 

品名   ：Toffy 3WAY LED ハンディファン 

品番   ：FN05-PA/AW/SP/NV 

展開色  ：ペールアクア / アッシュホワイト / シェルピンク / ネイビー 

価格   ：本体価格\2,000＋消費税 

発売   ：2020 年 4 月予定 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/fn05-sp-pa-aw-nv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シェルピンク アッシュホワイト ペールアクア ネイビー 



ファンの風に乗せてアロマの香りが広がるハンディファンのリニューアルモデルが登場 

「Toffy LED アロマファン」 

 
◆製品特長 

・アロマオイル使用可能 

オイルパッド内蔵で、お好みのアロマを楽しめます。アロマオイルを垂らすとファンの風に乗せてア

ロマの香りが広がります。 

 

・最大 10 時間の長時間駆動 

今回、駆動時間が最大 10 時間になってリニューアルしました。長時間のお出かけも安心です。 

 

・風量調節は 3 段階 

風量は強・中・弱の 3 段階で調節可能です。 

 

・LED ライト搭載 

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。 

 

・国旗シール付き 

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がついているため、 

応援グッズとしても活躍します。 

 

・誤作動防止機能付き 

長押しで電源 ON/OFF 切り替えのため、バッグの中などでの誤作動を防 

止します。 

 

◆製品概要 

品名 ：Toffy LED アロマファン 

品番 ：FN02-PA/AW/SP/NV 

カラー   ：ペールアクア / アッシュホワイト / シェルピンク / ネイビー 

価格 ：本体価格\2,500＋消費税 

発売 ：2020 年 3 月中旬予定 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/fn02-sp-pa-aw-nv/ 

 

 

シンプルな機能で人気のコンパクトなハンディファンのリニューアルモデル 

「Toffy ミニ LED ファン」 
 

◆製品特長 

・最大 10 時間の長時間駆動 

今回、駆動時間が最大 10 時間になってリニューアルしました。 

 

・風量調節は 2 段階 

風量は強・弱の 2 段階で調節可能です。 

 

・LED ライト搭載 

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。 

 

・国旗シール付き 

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がついているため、 

応援グッズとしても活躍します。 

 

・誤作動防止機能付き 

長押しで電源 ON/OFF 切り替えのため、バッグの中などでの誤作動を防止

します。 

 

◆製品概要 

品名 ：Toffy ミニ LED ファン 

品番 ：FN01-PA/AW/SP/NV 

カラー   ：ペールアクア / アッシュホワイト / シェルピンク / ネイビー 

価格 ：本体価格\1,500＋消費税 

発売 ：2020 年 3 月中旬予定 

製品ページ：https://ladonna-co.net/products/item/fn01-sp-pa-aw-nv/  

シェルピンク アッシュホワイト ペールアクア ネイビー 

シェルピンク アッシュホワイト ペールアクア ネイビー 



 

「Toffy LED ハンズフリーファン」製品仕様 

品名 Toffy LED ハンズフリーファン 

品番・カラー FN03-PA（ペールアクア）/FN03-AW（アッシュホワイト）/ 

FN03-SP（シェルピンク）/FN03-NV（ネイビー） 

価格 本体価格¥2,000+消費税 

本体寸法 約 85(W)×128(H)×29(D) mm   

充電電池 リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh（保護回路付） 

電源 5V 1.0A(USB 充電式) 

充電時間 約 4 時間 

連続使用時間 約 2～8 時間  

風量 3 段階(弱→中→強)  

ライトモード 7 色 

電源コード長 約 100cm 

主な材質 ABS 樹脂 

付属品 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） 

生産国 中国 

 

「Toffy LED ハンズフリーカメラファン」製品仕様 

品名 Toffy LED ハンズフリーカメラファン 

品番・カラー FN04-PA（ペールアクア）/FN04-AW（アッシュホワイト）/ 

FN04-SP（シェルピンク）/FN04-RB（リッチブラック） 

価格 本体価格¥2,200+消費税 

本体寸法 約 126(W)×94(H)×34(D)mm   

充電電池 リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh（保護回路付） 

電源 5V 1.0A(USB 充電式) 

充電時間 約 4 時間 

連続使用時間 約 2～8 時間 

風量 3 段階(弱→中→強)  

ライトモード 7 色 

電源コード長 約 100cm 

主な材質 ABS 樹脂 

付属品 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） 

生産国 中国 

 

「Toffy 3WAY LED ハンディファン」製品仕様 

品名 Toffy 3WAY LED ハンディファン 

品番・カラー FN05-PA（ペールアクア）/ FN05-AW（アッシュホワイト）/ 

FN05-SP（シェルピンク）/FN05-NV（ネイビー） 

価格 本体価格\2,000＋消費税 

本体寸法 約 90(W)×175(H)×62(D)mm （スタンド含まず） 

充電電池 リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh （保護回路付） 

電源 5V 1.0A（USB 充電式） 

充電時間 約 4 時間 

連続使用時間 約 2～10 時間 

風量 3 段階（弱→中→強）  

ライトモード 7 色 

電源コード長 約 100cm 

主な材質 ABS 樹脂 

付属品 専用 USB ケーブル、首掛けストラップ、国旗シール、ユーザーズガイド（保証書含む） 

生産国 中国 

 

「Toffy LED アロマファン」製品仕様 

品名 Toffy LED アロマファン 

品番・カラー FN02-PA（ペールアクア）/ FN02-AW（アッシュホワイト）/ 

FN02-SP（シェルピンク）/FN02-NV（ネイビー） 

価格 本体価格\2,500＋消費税 

本体寸法 約 100(W)×220(H)×41(D)mm （充電スタンド含まず）  

充電電池 リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh （保護回路付） 

電源 5V 1.0A（USB 充電式） 



充電時間 約 4 時間 

連続使用時間 約 2～10 時間 

風量 3 段階（弱→中→強）  

ライトモード 黄色→7 色 

電源コード長 約 100cm 

主な材質 ポリプロピレン 

対応アロマオイル 100％ピュアエッセンシャルオイル（別売） 

付属品 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） 

生産国 中国 

 

「Toffy ミニ LED ファン」製品仕様 

品名 Toffy ミニ LED ファン 

品番・カラー FN01-PA（ペールアクア）/ FN01-AW（アッシュホワイト）/ 

FN01-SP（シェルピンク）/FN01-NV（ネイビー） 

価格 本体価格\1,500＋消費税 

本体寸法 約 86(W)×180(H)×29(D)mm  

充電電池 リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,200mAh （保護回路付） 

電源 5V 1.0A（USB 充電式） 

充電時間 約 4 時間 

連続使用時間 約 2～10 時間 

風量 2 段階（弱→強）  

ライトモード 7 色 

電源コード長 約 100cm 

主な材質 ABS 樹脂 

付属品 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） 

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/ 




