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2018 Christmas Collection 10 月 26 日より展開 
 

 

株式会社 Francfranc（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 髙島郁夫）が運営するインテリ

アショップ『Francfranc（フランフラン）』は、2018 年 10 月 26 日（金）より 2018 年 Christmas Collection

を展開します。 

 

 

 

Francfranc 2018 年クリスマスコレクションのテーマは、「Noël Poison（ノエル・ポイズン）」。 

 

ロマンティックな雰囲気の中に、少し不気味で毒っ気のある、それでいて魅力的な 

今までにないエッジィなデザインや、斬新な色使いを取り入れた個性豊かな世界観を展開いたします。 

 

独創的な魅惑のクリスマスをお楽しみください。 
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クリスマスツリー 
 
お部屋のスペースや置く場所に合わせて選べる豊富なサイズ展開。今年は新たに壁に沿ってぴったり設

置できるハーフタイプや、観葉植物のように気軽に楽しめるポットタイプが加わりました。オーナメン

トなどのデコレーションアイテムを組み合わせて、オリジナルのクリスマスツリーが完成。 

 
    

【カラー】Green／Pink 

【サイズ：価格】120cm ¥10,000／150cm ¥14,000／180cm ¥18,000／ポット 60cm ¥5,000／ポット 90cm ¥7,000／ 

ハンギング＆スタンドツリー ハーフ 120cm  ¥8,000（Green のみ） 

※オーナメント、ツリートップ、ツリースカートは別売りです。 

 
 

クリスマスツリー 
スターターセット 

ツリースカート 

ツリー本体と、オーナメント、電飾、ツリースカー

ト、ツリートップがセットになった、毎年人気のス

ターターセット。これひとつでツリーが完成するの

で、すぐに飾ることができます。お好みの単品オー

ナメントを加えて更にアレンジするのもおすすめで

す。 

ツリーの足下を華やかに飾るツリースカートは、

珍しいニットやベルベットなど様々な素材・デザ

インのものをご用意しました。お部屋の雰囲気に

合わせてコーディネートをお楽しみいただけま

す。 

    

クリスマスツリー スターターセット Green／Pink ¥10,000 

【セット内容】150cm ツリー、オーナメント、電飾、 

ツリースカート、ツリートップ、ボールチェーン 

ツリースカート 

ニット ¥5,500 

ツリースカート 

フレランス ¥4,500 

 

※価格はすべて税込表示です。※商品名、価格、仕様、発売時期等は変更される可能性がございます。 



 
2018.9.13 Francfranc Press Release 3 / 7 

〔報道関係のお問い合わせ〕 株式会社 Francfranc PR 担当 下村 彩・深沢 綾・井上 雅代 

〒107-0061 東京都港区北青山 3-5-12 青山クリスタルビル B1･B2  

Tel：03-6419-3157 Fax：03-3475-7081 Mail：press@francfranc.co.jp 

 
デコレーションクリスマスツリー 
 
大きなクリスマスツリーを置くスペースがないという方には、デスクトップや壁に飾るタイプがおすす

めです。クリスマスシーズン以外でも季節を問わずインテリアに馴染むデザインもご用意しました。何

点か組み合わせてコーディネートするのも素敵です。 

 

    

ボールライト LED ツリー 

20 パターン 45cm  ¥5,000 

20 パターン 120cm ¥12,000 

 

ポンポン ツリー 

30cm White ¥2,000 

45cm Black  ¥3,000 

60cm White ¥4,500 

90cm Black  ¥7,000 

タペストリーツリー 

S ¥6,800 

M ¥9,800 

ウール ツリー JOY    ¥1,000 

ウール ツリー NOEL ¥1,500 

ウール ツリー XMAS ¥2,000 

 

リモコン操作で全 20 パターンの
点灯が可能。雰囲気や気分に合わ

せて変化を楽しめます。 

毛糸素材で優しい印象のツリー。
枝の部分はワイヤーなので広がり

具合の調整も可能です。 

省スペースで飾ることの出来るリ
バーシブルで使用可能なタペスト

リーツリー。LEDが内蔵されてい
ます。お好きなオーナメントを飾
ってデコレーションするのもおす

すめです。 

ウール素材のツリー。何点か組
み合わせて飾るのも可愛らしく

ておすすめです。 

    

デスクトップ セット ツリー 

Silver／Green／Pink 

S ¥2,500 

M ¥3,500 

レジン クリスマスツリー 

S ¥1,200 

M ¥1,800 

L ¥2,800 

ガラス オーナメント ツリー 

Green／Gold 

S ¥1,800 

M ¥2,800 

ビジュー デスクトップツリー 

S Pink ¥1,800 

M Red ¥2,400 

デスクトップやスモールスペース
にお使いいただける毎年人気のデ

スクトップツリーです。 

レジン素材のデスクトップツリ
ー。同素材のフォトフレームや

マルチケースと組み合わせてコ
ーディネートが可能です。 

オーナメントが揺れてきらきら
と光が反射するガラス素材のツ

リー。ギフトにも。 

ビジューが敷き詰められたツリ
ー。クリスマス以外のシーズン

でもオブジェとして使えるデザ
インです。 

    

デスクトップツリー PINK 

S ¥1,600 

M ¥2,000 

切り替え付き USB ウォーター
ツリー 

Rainbow × Clear／4 カラー 

各 ¥3,000 

アクリル LED ツリー 

Green／Gold 各 ¥750 

デスクトップツリー フリンジ 
Red／White 

S ¥900 

M ¥1,800  

柔らかい色味が特徴の可愛らし
いデスクトップツリーです。 

雰囲気や気分に合わせて光の色
を切り替えられるツリー。USB

コード、電池、どちらでも使用
可能です。 

LED ライトが内蔵されたツリー
のオブジェ。ひとつ置くだけで

もクリスマスの雰囲気をしっか
り演出することができます。 

フリンジのレイヤーが可愛いツ
リー。クリスマス以外のシーズ

ンでもオブジェとして使えるデ
ザインです。 

 
※価格はすべて税込表示です。※商品名、価格、仕様、発売時期等は変更される可能性がございます。 
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オーナメント 
 
色や素材、形など、種類豊富なオーナメント。「オーナメントマルシェ」と題し、お客様に選ぶことを楽

しんでいただけるよう、今年は更に種類を増やし、169 種類ご用意しました。 

今年は「Noël Poison（ノエル・ポイズン）」のテーマに合わせたユニークなオーナメントがたくさん。 

クリスマスツリーに飾るのはもちろん、インテリアチャームとしてファブリックアイテムや家具と合わ

せるなど、アイデア次第で様々な使い方ができます。 

 

   

（左から） 

ガラス トナカイ       ¥800 

ガラス ドーム スノーマン ¥800 

ガラス フクロウ      ¥1,200 

（左から） 

ガラス スノー      ¥800 

ガラス HEART    ¥500 

ガラス ピーコック ¥500 

（左から） 

レジン ユニコーン  ¥1,200 

ファー モンスター  ¥800 

ポンポン マルチ   ¥500 

     

（左から） 

ガラス アイスクリーム ¥1,200 

ガラス サンタ         ¥1,200 

ガラス マーブル       ¥500 

（左から） 

グリッター フラワー ¥1,200 

アニマル キャット    ¥1,200 

ビジュー       ¥800 

（左から） 

ビーズ ハート   ¥800 

ビーズ リップ      ¥800 

ビーズ スケルトン ¥800 

 

 

セットオーナメント 
 
星型のボックスにぎっしり入ったオーナメントや、並べて楽しめる文字型セットオーナメントもご用意しま

した。スターボクス オーナメントはそのまま飾ってオブジェにもなるので、様々な見せ方ができます。 

 
   

スターボックス オーナメント 

12 個セット Gold／Red  

5cm  ¥1,800 

7.5cm  ¥2,800 

レター オーナメントセット XMAS 

¥2,500 

レター オーナメントセット NOEL 

¥2,500  

星型のボックスが存在感のあるオーナメ

ントセット。中には数種類のデザインの

オーナメントが入っています。 

組み合わせると文字になるオーナメントで

す。壁など様々な場所に飾れます。 

組み合わせると文字になるオーナメントで

す。壁など様々な場所に飾れます。 

 

※価格はすべて税込表示です。※商品名、価格、仕様、発売時期等は変更される可能性がございます。 
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クリスマスデコレーションアイテム 
 
クリスマス気分をより一層高めてくれる、デコレーションアイテム。 

ご自宅用にはもちろん、ギフトとしても毎年人気があります。 

 
    

スノードーム ハウス XL 

¥6,000 

自動回転式 USB LED 

スノードーム ランタン 

White／Red 各 ¥4,000 

ファブリックガーランド 

お洋服 ¥1,500 

クリスマスリース Red 

S ¥1,800 

M ¥2,800 

L ¥3,800 

大きめサイズのスノードームは
インパクト大。サンタの街に雪
が降っているピンクを基調とし

た可愛らしいデザイン。 

ランタン型のスノードームで
す。USB コード、電池のどちら
でも使用できます。自動回転式

で雪が舞う仕様です。 

サンタの洋服を干している可愛
らしいデザインのガーランド。 

毎年バリエーション豊富なクリ
スマスリース。カラーリングや
バランスなど細部までこだわり

ました。 

    

クリスマスキャンドル 

6 個セット サンタ ¥1,000 

ウッドアドベントカレンダー 

ベア ¥2,500 

フレランス クッションカバー 

Dark Navy／Pink 各 ¥4,000 

フレランス クッション 

330×280 Dark Navy ¥3,500 

火を灯さずそのままオブジェと
しても飾れるサンタのキャンド

ルセット。 

クリスマスまでのカウントダウ
ンが楽しくなるアドベントカレ

ンダー。 

前面に刺繍を施したクッション
カバーは、同柄でツリースカー

トもご用意しました。上品なベ
ルベット素材です。 

前面に刺繍を施したクッショ
ン。小さめサイズなのでオーナ

メント代わりにツリーに飾るこ
とも出来ます。 

    

LED フラッシングプレート 

サンタ ¥800 

LED ウォーター キャンドル 

M ¥3,500 

L ¥3,800 

ガラスオブジェ ベア 

¥2,000 

トゥインクルスターライト 

S ¥6,500 

M ¥12,000 

LED がピカピカと交互に光るク
リスマスにぴったりのアクリル
オブジェ。 

水を入れて使用するLEDキャン
ドルです。ライトのみ使用や、
噴水のみ使用など、リモコン操

作が可能で、タイマー設定（5

時間）もできます。 

ツリーに巻きつけたライトが暗
い場所で映えるガラスオブジェ。 

一つ飾るだけで存在感のある置
き方ライト。フックに引っ掛け
て壁に飾りつけることも出来ま

す。 

 

 

※価格はすべて税込表示です。※商品名、価格、仕様、発売時期等は変更される可能性がございます。 
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テーブルウェア 

 
クリスマスパーティーを華やかに演出するために欠かせないテーブルコーディネートアイテム。 

オブジェにもなるプレートや、遊び心満載のボウルなど、わくわくするアイテムを揃えました。 

ギフトにもおすすめです。 

 
    

ビアンコ シリーズ（左から） 

ボウル S             ¥800 

ボウル M            ¥1,000 

ティーポット         ¥2,500 

マグ                 ¥1,000 

カップアンドソーサー ¥1,800 

ツリーボウル（BOX 入り） 

¥4,800 

 

ハートボウル 3pcs セット 

（BOX 入り）Red／Blue 

¥3,500 

ソルト＆ペッパーセット 

ラビット（BOX 入り） 

¥2,800 

花のような形状に金のリムを施
し、女性らしく華奢で、華やか
さのあるシリーズです。 

ボウルを逆さまに重ねることで
ツリーになるセット。パーティ
ーシーンにおすすめです。 

 

3 つのサイズそれぞれ幅広く活
躍するセット。収納時も重ねて
邪魔になりません。 

チャーミングなうさぎモチーフ
のセット。プレート付きで飾っ
ても楽しんでいただけます。 

    

アニマルスタンド（BOX 入り） 

ウサギ／シカ  

各 ¥3,000  

 

アニマルプレート（BOX 入り） 

ウサギ／リス／トリ／バンビ 

各 ¥1,500 

トリア シャンパン 

Blue／Clear／Purple 

¥800 

リベルテ メラミンプレート M 
（上段）Pink／Green 

（下段）Beige／Gray 
各 \600 

お皿やアクセサリートレーなど
様々な用途で使用していただけ
るアニマルモチーフのスタン

ド。 

ゴールドの動物がポイントのプ
レートには足跡のエンボスが施
してあり、ソースなどを入れる

と足跡が浮かび上がります。 

ダイヤモンドのような複雑なカ
ットが華やかな印象の樹脂製シ
ャンパングラス。 

割れにくいメラミン製のプレー
ト。同シリーズのサイズ違いと
重ねてテーブルコーディネート

するのもおすすめです。 

    

チーズボードセット S 

¥1,800 

 

チーズボードセット Ｌ 

¥3,000 

チーズ ナイフ 4 セット 

¥1,500 

ユール ピック 6P セット 

¥1,800 

本のようなパッケージを開けるとチーズボードやナイフが入っているギフトにぴったりなセット。 

S サイズにはミニボードとナイフのセット、L サイズにはボード・ナイフ・ピックのセット、ナイフセ
ットにはチーズに合わせて選べる４つのナイフのセットがそれぞれ入っています。 

ユールとはスウェーデン語で

「クリスマス」の意味。ギフト
ボックス・手袋・ツリー・鹿・
結晶・雪だるまの６つのモチー

フです。 

※価格はすべて税込表示です。※商品名、価格、仕様、発売時期等は変更される可能性がございます。 
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クリスマスギフト 

 

大切な家族、友人、恋人へ、特別なギフトを選びましょう。贈る相手のことを思って選ぶ時間も、特別

な瞬間です。贈る側も、受け取る側も笑顔になるクリスマスプレゼントをご用意いたしました。 

 
    

ソワレマグ 

サーバルキャット／ダルメシアン
／ミミズク／クジャク 

各 ¥1,800 

ポイリー キャンドル 

Pink／Orange／Blue 

各 ¥2,800 

ポイリー バスフィズギフトセット 

Pink／Purple／Yellow 

各 ¥1,000 

フォルトゥーナ 

バスギフトセット Pink／Purple 

各 ¥2,000 

おめかしをしてソワレ（夜会）
に向かう動物たちのイラストが
描かれている蓋つきマグカッ

プ。 

パッケージ、蝋の色、香りなど、
テーマ「Noël Poison」の世界
観を詰め込んだキャンドル。 

バスフィズが 3 個入ったギフト
セットです。リボンがついている
ので、オーナメントとしても飾っ

ていただけます。 

ケーキボックスのような見た目
が可愛いマイクロファイバー素
材のフェイスタオルとフラワー

バスソルトのバスギフトセット
です。 

    

アクロ ミニプレート セット 

レディ（BOX 入り） 

¥2,800   

アクロ ミニプレート セット 

スウィーツ（BOX 入り） 

¥2,800  

フレランス フラットポーチ 

Dark Navy／Black／Ivory／Pink 

各 ¥3,000 

エコファーポーチ 

White／Gray／Black／Yellow／
Pink／Red 

各 ¥2,000 

お菓子をのせたりコースターとしても使用していただけるミニプ
レートの 4 枚セット。インテリアとして壁に飾るのもおすすめで

す。アーティスティックな女性モチーフと、可愛らしいドーナツ
モチーフの２種類展開。 

光沢感のあるコットンベルベッ
トの上に贅沢に花の刺繍を施し

ました。ボリュームのあるダブル
タッセルがポイントです。 

ループがついているので持ちや
すく、携帯やミニウォレットが

入るサイズなのでパーティーシ
ーンなどでミニバッグとしても
ご利用いただけます。 

    

マッテオ ハンカチ 

Red／Pink／Gray／Navy 

各 ¥1,000 

マデリン フェイスタオル 

Pink／Gray 各 ¥1,200 

レジン フォトフレーム 

Silver ¥3,500 

Black ¥3,800 

レジン マルチケース 

SV ¥2,500 

BK ¥2,800 

4 つ折りにするとハートになる

レースデザインの可愛らしいハ
ンカチタオル。プチギフトにお
すすめです。 

雪をイメージした白いポンポ

ンをヘムに施し、キラキラと銀
糸の輝く華やかなタオルです。
柔らかくふわふわの使い心地

をお楽しみいただけます。 

クラシカルな印象のレジン素材。

同素材のマルチケースやツリー
と組み合わせてコーディネート
が可能です。 

おとぎ話に登場しそうなキャッ

チーなアイテム。同素材のフォト
フレームやツリーと組み合わせ
てコーディネートが可能です。 

 

※価格はすべて税込表示です。※商品名、価格、仕様、発売時期等は変更される可能性がございます。 


