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エンターテインメント型バラエティストア

『U.F.O. by Francfranc』 

1 号店が 10 月 25 日に渋谷にグランドオープン 
 
 
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）は、エンターテインメ

ント型バラエティストア『U.F.O. by Francfranc（ユー・エフ・オー・バイ・フランフラン）』の 1 号店を

10 月 25 日（金）東京・渋谷にグランドオープンいたしました。 

また、2 号店を大阪・梅田に開業する複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクスウメダ）」内に 11 月 16 日

（土）にオープンすることが決定いたしました。 

『THE URBAN CHAOS STORE（アーバンカオスストア）』をコンセプトに、「未知なるワクワクとの遭

遇」を提供いたします。 
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NAKED Inc. （ネイキッド インク）による店舗インスタレーションのポイントは「楽しい買い物体験」 

お驚きあふれる体験型ディスプレイやフォトスポットで、遊べる楽しいお店に。 

空間演出は、クリエイティブカンパニーNAKED Inc. （ネイキッド インク）のプロデュースによって、

遊べる楽しい店舗に。渋谷店では店頭ファサードやフォトスポット、遊べるディスプレイを手がけていた

だきました。渋谷店と梅田店で異なるインスタレーションをお楽しみいただけます。 

 

渋谷店コンテンツ動画：https://youtu.be/lAOoZJLWoE8 

 

渋谷店コンテンツ 

フォトスポット（1F）  体験型ディスプレイ（1F） 

 

 

  

宇宙空間に入り込んだような気分が味わえるフォトスポット。 

クレーターに座ると、カラーマグマが出現したり、UFO に乗って

宇宙を旅したりと変化が！運がいいと「ビッグバンタイム」に遭

遇！スペシャルな体験が待っています。また、2 箇所に設置され

たマイクに話しかけると、宇宙語が話せるようになります。 

 2 つの遊べるディスプレイが渋谷店に登場。 

1F は、商品を取る手に反応し、幾何学模様の形をしたエフェ

クトと音で、つい商品に手を伸ばしたくなるような仕掛けにな

っています。 

 

体験型ディスプレイ（3F）   

 

 

  

3F には、3 色のカラー照明を活用したディスプレイが。時間と共

に変化する色の組み合わせや影の演出をお楽しみいただけます。 

  

 

株式会社ネイキッド（NAKED Inc.）について 

 

 

1997 年、村松亮太郎を中心に、映像ディレクター／デザイナー／CG ディレクター／ライターなどが集まり設立されたク

リエイティブカンパニー。メディアやジャンルを問わず、映画／広告／TV／インスタレーションなど様々なクリエイティ

ブ活動を続ける。また、近年はプロジェクションマッピングを始めとした様々な技術や美術造作、演出を組み合わせ、光

を使った空間の総合演出を手がけている。現在、企画・演出・制作を手がけたイベントやショーが通算 300 万人以上を動

員している。 

 

公式サイト：https://naked.co.jp/  

NAKED Inc. Twitter アカウント：@NAKED_STAFF  

NAKED Inc. Instagram アカウント：@naked_inc 

https://youtu.be/lAOoZJLWoE8
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店舗 BGM は TOWA TEI（テイ・トウワ）さんとコラボーレーション 

店舗 BGM は TOWA TEI（テイ・トウワ）さんに手がけていただきました。年間 2 種類の BGM を制作い

ただき、浮遊感のある音楽と共にお買い物をお楽しみいただけます。 

 

TOWA TEI（テイ・トウワ）さんよりコメント：選曲ポイントは、時代を超越したワクワク 

 

「かれこれ、いろんな選曲をしてきましたが、 

楽しそうな場の BGM を考えるのは楽しい。 

U.F.O.という名前がまず楽しい。 

選曲ポイントは、時代を超越したワクワクです。 

お買い物が捗りますよーに！」 

 

プロフィール 

TOWA TEI / テイ・トウワ 

1990 年に Deee-Lite のメンバーとして、アルバム『World Clique』で全米デビュー。 

現在、9 枚のソロアルバム、3 枚の Sweet Robots Against the Machine 名義、METAFIVE のファースト・アルバム等があ

る。その他に、2013 年 9 月から現在に到るまで、東京・青山にある INTERSECT BY LEXUS -TOKYO の店内音楽監修。

2017 年、オリジナルアルバム『EMO』をリリース。NHK ドキュメンタリー番組「草間彌生 わが永遠の魂」の音楽を担当。

2018 年、YMO 結成 40 周年アルバム「ノイエ・タンツ」企画監修デザインなど。2019 年、細野晴臣氏 50 周年記念ドキュ

メンタリー映画『NO SMOKING』のキービジュアルを五木田智央氏と担当。2019 年ソロデビュー25 周年を迎える。 

 

 

 

商品は「面白いかどうか」を軸にセレクト！ペット用品やキッズ＆ベビー用品もラインアップ。 

『U.F.O. by Francfranc（ユー・エフ・オー・バイ・フランフラン）』のブランド名は、「Unique & Fantastic 

Omiyage（ユニークで素敵なお土産）」の頭文字から名付けました。ブランド名にもあるように、商品は

「面白いかどうか」を軸にセレクト、一部オリジナルアイテムを開発しています。 

雑貨を中心に、家族みんなで楽しめるよう、キッズ＆ベビーアイテムやペットアイテムをラインアップし

ました。 

 

宇宙モチーフのオリジナルアイテムも登場 

  

 

  

【商品名】 

UFO マグ 

【価格】390 円（税込） 

【種類】全 6 種 

【商品名】 

UFO 湯のみ 

【価格】390 円（税込） 

【種類】全 6 種 

【商品名】 

コスモキッチンクロス３Pセット 

【価格】660 円（税込） 

【種類】全 4 種 

【商品名】 

UFO マルシェバッグ L 

【価格】700 円（税込） 

【カラー】全 5 種 
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フライヤーイメージ 

    

【商品名】 

アストロノート オブジェ  

ムーン / ロケット 

【価格】1,320 円（税込） 

【種類】各 1 種 

【商品名】 

UFO アート 

【価格】900 円（税込） 

【種類】全 4 種 

【商品名】 

ジオグリフラグ S 

【価格】4,620 円（税込） 

【種類】全 2 種 

【商品名】 

バックパック ロケット 

【価格】4,500 円（税込） 

【カラー】全 4 種 

 

※価格はすべて税込みです。※商品名、価格、仕様、発売期間等は変更される可能性がございます。 

 

 

 

 

オープン記念キャンペーン「U.F.O.“Bingo!”」でオリジナル限定アイテムが当たる！ 

グランドオープンを記念して、オープンから期間限定で『U.F.O. by Francfranc』のオリジナルアイテム

（非売品）などが当たる「U.F.O.“Bingo!”」を実施します。1 回のお買い物で 2,000 円（税込）以上ご購

入いただいたお客様、フライヤーを持参いただいたお客様が抽選に参加いただけます。 

 

 

 

キャンペーン名 ： U.F.O.“Bingo!” 

実施期間 ： ①渋谷店：10 月 25 日（金）~ 11 月 4 日（月） 

②LINKS UMEDA 店： 11 月 16 日（土）~ 12 月 1 日（日） 

 

概要 ： 下記に該当する方が、1 回抽選に参加いただけます。 

・1 回のお買い物で 2,000 円（税込）以上ご購入いただいた 方 

・OPEN フライヤーを持参いただいた方 

 

備考 ： 抽選はおひとり様 1 日に 1 回までとなります。 

 

景品 ： 特賞：Francfranc ギフトカード 50,000 円分 

1 等：ルルド ハンドケア  

2 等：オリジナル モバイルチャージャー 

3 等：オリジナル サーモボトル 

4 等：オリジナル キッチンクロス 

5 等：オリジナル クリアファイル 

 

フライヤー配布場所 ： ①関東（渋谷店フライヤー）： 

 Francfranc 青山店、Francfranc 新宿サザンテラス店、Francfranc 自由が丘店、 

Francfranc 二子玉川店、Francfranc グランツリー武蔵小杉店、Francfranc たまプラーザ店、 

 Francfranc 青葉台東急スクエア店、Francfranc 横浜ジョイナス店 

②関西（LINKS UMEDA 店フライヤー）： 

 Francfranc 梅田店、Francfranc ルクア大阪店、Francfranc 天王寺ミオ店、 

Francfranc なんばパークス店、Francfranc 西宮ガーデンズ店 

※フライヤーは各店なくなり次第終了となります。 
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U.F.O. by Francfranc 渋谷店 店舗概要 

住所    ：東京都渋谷区宇田川町 12-9 JouLeSHIBUYA 1F-3F  

営業時間  ：11:00～21:00 不定休 

電話番号  ：03-5422-3514 

総面積   ：約 1,168.47 ㎡／約 270.91 坪 

オープン日 ：2019 年 10 月 25 日（金） 

フロアプラン：1F（インテリア雑貨、アート、キッズ＆ベビー、ペット、季節家電など） 

              2F（バス＆ビューティー、ルームフレグランス、ランドリー、） 

              3F（食器、キッチンツール、エプロン、ストレージ、キッチンファブリック） 

 

 

U.F.O. by Francfranc LINKS UMEDA店 店舗概要 

住所    ：ヨドバシ梅田タワー LINKS UMEDA 3F 

営業時間  ：10:00～21:00 無休 

電話番号  ：06-6225-7144 

総面積   ：約 758.18 ㎡／約 229.35 坪 

オープン日 ：2019 年 11 月 16 日（土） 

 

 

 

ブランドサイト：https://ufo.francfranc.com 

Twitter アカウント：https://twitter.com/UFObyfrancfranc（@UFObyfrancfranc） 

Instagram アカウント：＠u.f.o._by_francfranc 

 

 


