株式会社ラドンナ
2020 年 9 月 8 日

Toffy キッチン家電シリーズから好評発売中の「Toffy コンパクトホットプレート」に

おうち時間の食卓を彩る新色＆「マルチプルプレート」が新登場!
～ギフトにぴったりな本体とプレートのお買い得セットも数量限定発売!～

2020 年 9 月 18 日（金）より順次発売
株式会社ラドンナ(本社:東京都江東区)は、毎日の暮らしを彩るブランド「Toffy（トフィー）」キッチン家電シリーズにて好評
販売中の「Toffy コンパクトホットプレート」より、新色「アンティークレッド」「リッチブラック」、別売プレート「マルチプル
プレート」を 2020 年 9 月 18 日（金）より順次発売いたします。
「Toffy コンパクトホットプレート」はコンパクトながら本格的な調理ができる 2～3 人用のホットプレートです。着脱式の平
面プレートとたこ焼きプレートを使い分ければ、普段使いからホームパーティーまで様々なシーンでお使いいただけます。今回、
既存色「ペールアクア」
「アッシュホワイト」に新色「アンティークレッド」と「リッチブラック」を加え、全 4 色のラインアップ
に。さらに、付属の平面プレートとたこ焼きプレートに加えて、ホットケーキなどいろいろな使い方ができる便利な別売品プレー
ト「マルチプルプレート」を新発売します。新プレートも加わり、3WAY で楽しめる商品としてさらに使い方の幅が広がります。
新色とマルチプルプレートの発売を記念して、大切な人へのギフトにぴったりな数量限定のお買い得なセットも発売します。ま
た、同シリーズの「Toffy 電気グリル鍋」からも、数量限定で別売品「焼肉プレート」とのお買い得セットを発売します。

Toffy コンパクトホットプレート
◆製品特⾧
2～3 人用のかわいいサイズ。普段使いからホームパーティーまで大活躍!
コンパクトながら本格的な調理ができるホットプレート。着脱式の平面プレート
とたこ焼きプレートを使い分けて、様々なシーンでお使いいただけます。10 種類の
レシピを収録したレシピブック付き。今回発売する新色「アンティークレッド」
「リ
ッチブラック」はシックなカラーで一人暮らしの男性などにもおすすめです。既存
色に加えて全 4 色のラインアップとなり、おうち時間の食卓を彩ります。

アイデア広がる「マルチプルプレート」
1 つあったらマルチに使えてとっても便利な別
売プレート。4 つの丸いくぼみを活用して、ホット
ケーキや丸い目玉焼き、チヂミなどアイデア次第
で使い方が広がります。

◆製品概要
品名

:Toffy コンパクトホットプレート

品番・カラー:K-HP1-AR（アンティークレッド）
K-HP1-RB（リッチブラック）
K-HP1-PA（ペールアクア）
K-HP1-AW（アッシュホワイト）
価格

:本体価格\5,500＋消費税

発売

:2020 年 9 月 18 日（金）

製品ページ :https://ladonna-co.net/products/item/k-hp1/
品名

:Toffy コンパクトホットプレート用
マルチプルプレート

品番

:K-HP1-MPP

価格

:本体価格\2,000＋消費税

発売

:2020 年 9 月 18 日（金）
本体にセット時

ホットプレート本体とマルチプルプレートのお買い得なセットも発売!
Toffy コンパクトホットプレートの新色「アンティークレッド」
「リッチブラック」に、マルチプルプレートがついたお得なセット
を数量限定で発売します。3WAY で楽しめるセットは大切な方への贈り物としてもおすすめです。
◆セット製品概要
品名

:Toffy コンパクトホットプレート
マルチプルプレートセット

品番・カラー:K-HP1-ARSET（アンティークレッド）
K-HP1-RBSET（リッチブラック）
価格

:本体価格\7,000＋消費税

発売

:2020 年 9 月 18 日（金）

Toffy 電気グリル鍋
◆製品特⾧
鍋、内鍋、たこ焼きプレートと 3WAY でマルチに活躍!
家族での食卓やホームパーティーまでマルチに活躍する卓上の電気グリル鍋。
3.5 リットルの嬉しいたっぷりサイズで大人数の食卓にもぴったりです。
「煮る」
「炊く」
「焼く」
「蒸す」と便利に使える鍋に加えて、チーズフォンデュや火鍋など
の 2 色鍋が楽しめる“内鍋”と、人気の たこ焼きプレート”が付属し、季節を問わ
ず 3WAY でお楽しみいただけます。最大 1200W の高火力で、火力は無段階調節
が可能。10 種類のレシピを収録したレシピブック付き。

ヘルシーにお肉料理が楽しめる「焼肉プレート」
おいしくヘルシーな肉料理が楽しめる別売プレート。
中央が盛り上がったドーム状の形で、余分な油が縁に流
れやすくなっています。焼肉、ジンギスカン、サムギョ
プサルなど本格的な肉料理がおうちで楽しめます。

◆製品概要
品名

:Toffy 電気グリル鍋

品番・カラー:K-HP2-PA（ペールアクア）
K-HP2-AW（アッシュホワイト）
価格

:本体価格¥12,000＋消費税

発売

:発売中

製品ページ :https://ladonna-co.net/products/item/k-hp2/
品名

:Toffy 電気グリル鍋用焼肉プレート

品番

:K-HP2-GP

価格

:本体価格¥3,500＋消費税

発売

:発売中

本体セット時

電気グリル鍋本体と焼肉プレートのお買い得なセットを発売!
Toffy 電気グリル鍋に焼肉プレートがついたお得なセットを数量限定で発売します。焼肉プレートが加わることで、より使い方の
幅が広がります。4WAY で楽しめるセットは大切な人への贈り物としてもおすすめです。
◆セット製品概要
品名

:Toffy 電気グリル鍋
焼肉プレートセット

品番・カラー:K-HP2-PASET（ペールアクア）
K-HP2-AWSET（アッシュホワイト）
価格

:本体価格\14,500＋消費税

発売

:2020 年 9 月下旬

◆「Toffy コンパクトホットプレート」製品仕様
品名

Toffy コンパクトホットプレート

品番

K-HP1-PA（ペールアクア）/K-HP1-AW（アッシュホワイト）
K-HP1-AR（アンティークレッド）/ K-HP1-RB（リッチブラック）

価格

本体価格\5,500＋消費税

電源

AC100V 50-60Hz

定格消費電力
本体寸法

650W
約 358(W)×121(H)×221(D)ｍｍ ※平面プレート、フタ使用時

付属品

平面プレート、たこ焼きプレート、レシピブック×1 冊、ユーザーズガイド(保証書含む)

生産国

中国

◆「Toffy コンパクトホットプレート用 マルチプルプレート」製品仕様
品名

Toffy コンパクトホットプレート用 マルチプルプレート

品番

K-HP1-MPP

価格

本体価格\2,000＋消費税

本体寸法

約 280(W)×38(H)×190(D)ｍｍ

主な材質

アルミニウム合金（内面:ふっ素樹脂塗膜加工）

生産国

中国

◆「Toffy 電気グリル鍋」製品仕様
品名
品番・カラー
価格

Toffy 電気グリル鍋
K-HP2-PA（ペールアクア）/ K-HP2-AW（アッシュホワイト）
本体価格\12,000＋消費税
本体

寸法

:約 340(W)×183(H)×294(D)mm

鍋 （内寸）

:約直径 265×深さ 70mm

内鍋 （内寸）

:約直径 122×深さ 50mm

※鍋・ガラス蓋使用時

たこ焼きプレート :約直径 258×高さ 37mm （たこ焼き穴:約直径 42×深さ 21mm、21 個穴）
重量

鍋・内鍋・ガラス蓋使用時:約 3.3kg

電源

AC100V 50-60Hz

定格消費電力

1,200W

電源コード⾧

約 1.8m

温度調節

保温～240℃

満水容量

鍋:3.5 リットル

主な材質

たこ焼きプレート・ガラス蓋使用時:約 3.1kg

内鍋:0.5 リットル

本体

:スチール、アルミニウム合金

鍋

:アルミニウム合金（内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装）、フェノール樹脂

内鍋

:アルミニウム合金（両面:ふっ素樹脂塗膜加工）

たこ焼きプレート :アルミニウム合金（内面:ふっ素樹脂塗膜加工）
ガラス蓋
生産国
付属品

:ガラス

中国
鍋、内鍋、たこ焼きプレート、ガラス蓋、マグネットプラグ付電源コード、レシピブック×1 冊、ユーザーズガ
イド（保証書含む）

◆「Toffy 電気グリル鍋用焼肉プレート」製品仕様
品名

Toffy 電気グリル鍋用焼肉プレート

品番

K-HP2-GP

価格

本体価格\3,500＋消費税

本体寸法

約φ258×35(H)ｍｍ

主な材質

アルミニウム合金（内面:ふっ素樹脂塗膜加工）

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/

