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2018 Spring Collection  

2 月 2 日（金）より展開開始 

 

 

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 2 月 2 日（金）より 2018 年 Spring Collection を

展開します。（オンラインショップおよび一部旗艦店では、2018 年 1 月 19 日（金）より先行発売。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 Spring Collection のインスピレーションは「北欧」。 

2017 年に 25 周年を迎えた Francfranc は、これまでの軌跡を巡り、ブランドのルーツを探る旅をしてき

ました。新たな一歩を踏み出す 2018 年春は、心穏やかに過ごす北欧のライフスタイルに注目します。 

 

機能性に優れ、自然素材を生かしたシンプルで洗練されたデザイン、そして明るく開放的な色彩を加え

た北欧のインテリアは、古くから多くの人に愛されてきました。 

自然や原始的なモノへのリスペクトをデザインソースに、現代のスタイリッシュで都会的なデザインを

融合させた、Francfranc らしい春のスタイルを提案します。 
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インテリアアクセサリ・インテリアファブリック 

 

みんなが集まるリビングには、少し遊び心のあるアイテムを加えるのがおすすめ。 

お手持ちのアイテムに加えるだけで、一気に華やかな印象に。 

男女問わず使っていただけるモダンなデザインです。 

また今季は「GREENERY MARKET（グリーナリーマーケット）」と題し、フェイクグリーンを中心としたグ

リーンアイテムを豊富にラインアップします。フラワーベースやインテリアオブジェ、アートフレーム

とトータルでコーディネートいただけます。 

   

無地のリネン素材のファブリックを、カラーバリエーショ

ン豊富にラインアップ。刺繍や技法が凝っている商品も多

数ご用意しています。 

 

（左から） 

【商品名】マティオ クッションカバー【価格】¥2,500 

【商品名】マニリオ クッションカバー【価格】¥4,500 

【商品名】スカリオ クッションカバー【価格】¥2,500 

人気のネオンランプのシリーズに新たに加わった、オウム

とサボテン。ネオンサインの光は LED や白熱球には無い、

素敵な魅力があります。 

 

【商品名】パロット ネオン テーブルランプ  

【価格】¥6,800 

垂れ下がる形が特徴のアートフラワーのブーケ。コーディ

ネートが苦手な方にもおすすめです。一点で空間を華やか

に演出します。 

 

【商品名】アシンメトリーラフブーケ  

ホワイトプロテア MIX 

【価格】¥4,800 

   

【商品名】アシンメトリーラフブーケ  

ピンクッション MIX 

【価格】¥4,800 

（左から） 

【商品名】サフィアン クッションカバー【価格】¥2,500 

【商品名】グラソフィ クッションカバー【価格】¥4,000 

【商品名】スカリオ クッションカバー【価格】¥2,500 

【商品名】シエル パーテーションフレーム スリム 

【価格】¥3,800 

   

天然のマンゴーウッドとレジンを組み合わせたフォトフ

レーム。幾何学柄でも温かみのあるフォトフレームです。 

 

【商品名】ウッドジオメトリー フォトフレーム 

【価格】各 ¥2,500 

テラコッタの温かみのあるフラワーベース。鮮やかな色み

の幾何学柄が印象的なアイテムです。 

 

（左から） 

【商品名】オコット ポットカバー【価格】¥1,000 

【商品名】イディ フラワーベース【価格】 ¥2,500 

※植物は別売です 

【商品名】アシンメトリーラフブーケ アリッサム MIX 

【価格】¥4,800 

   

【商品名】カクタス ネオン テーブルランプ 

【価格】¥4,800 

ハンギングタイプのフェイクグリーンです。吊り下げ用の

マクラメもセットになっています。 

 

【商品名】クライミングプランツ セラミックポット シダ 

【価格】¥2,000 

【商品名】コティオ クッションカバー【価格】¥1,500 

【商品名】アグネ クッションカバー【価格】¥3,000 

【商品名】スキャリオ クッションカバー【価格】¥2,000 

※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 

 

様々な素材感を楽しめる食器は、家族みんなで使いやすい、シンプルで飽きのこないデザインが中心。 

小物やお好みの色をプラスしてオリジナルのコーディネートを楽しんでいただけます。 

 

    

マット釉薬を使ったシリーズのテーブルウェア。釉薬が上部にかかり下部は素地感のある素材と、素材の違いを楽しんでいただけるテーブルウェアです。 

 

【シリーズ】マット シリーズ クリーム 

【商品名】マグ【価格】¥700 

【商品名】ボウル【価格】¥600 

【商品名】プレート M【価格】¥900 

【商品名】プレート L【価格】¥1,200 

 

【シリーズ】マット シリーズ ライトグレー 

【商品名】マグ【価格】¥700 

【商品名】ボウル【価格】¥600 

【商品名】プレート M【価格】¥900 

【商品名】プレート L【価格】¥1,200 

【シリーズ】マット シリーズ グリーン 

【商品名】マグ【価格】¥700 

【商品名】ボウル【価格】¥600 

【商品名】プレート M【価格】¥900 

【商品名】プレート L【価格】¥1,200 

【シリーズ】マット シリーズ ネイビー 

【商品名】マグ【価格】¥700 

【商品名】ボウル【価格】¥600 

【商品名】プレート M【価格】¥900 

【商品名】プレート L【価格】¥1,200 

   

【シリーズ】オアシス シリーズ 

【商品名】タンブラー【価格】¥800 

【商品名】ボウル【価格】¥900 

【商品名】プレート M【価格】¥1,000 

【商品名】プレート L【価格】¥1,400 

 

ハンドメイドの風合いと温かさが感じられる2トーンのプ

レート。 

 

【商品名】フラットプレート 

【価格】各 ¥1,400 

【シリーズ】オアシス シリーズ 

【商品名】タンブラー【価格】¥800 

【商品名】ボウル【価格】¥900 

【商品名】プレート M【価格】¥1,000 

【商品名】プレート L【価格】¥1,400 

 

   

型宙吹きで生産された、ハンドメイドのグラスです。 

 

【商品名】スカラ グラス 

【価格】各 ¥850 

 

セラミック素材がモダンなコースターです。和食器とも合

うデザインです。 

 

【商品名】セラミック コースター 

【価格】各 ¥650 

【商品名】ハーベスト タンブラー 

【価格】各 ¥750 

    

和洋問わずお使いいただける、優しい色合いの美濃焼シリーズです。一色でコーディネートしても、カラーを組み合わせても使っていただけます。 

電子レンジ、食洗機可。 

 

【シリーズ】コンビシリーズ 

【商品名】八角 L ラベンダー 

【価格】¥2,200 

 

【シリーズ】コンビシリーズ 

【商品名】八角 長 マスタード 

【価格】¥1,200 

【シリーズ】コンビシリーズ 

【商品名】八角 S ホワイト 

【価格】\700 

【シリーズ】コンビシリーズ 

【商品名】八角ボウル ライトブルー 

【価格】¥800 

※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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インテリア 

 

天然素材のリノリウムを使用したダイニングテーブル、ウォールナット材・オーク材の端材を使用した

ダイニングテーブルなど、素材そのものの良さを楽しめる家具をラインアップしました。 

 

  

ハイバックタイプで頭部をホールドしてくれるデザインのソファを中心に組んだ、リビン

グルームのコーディネート。 

 

【商品名】トッタ ソファ 25 ライトピンク【価格】¥58,000 

【商品名】リクラ コーヒーテーブル 900 ナチュラル【価格】¥25,000 

      ※2 月下旬発売予定 

【商品名】フィビー ラグ M ライトグレー【価格】¥25,000 

【商品名】パスコア ペンダントランプ【価格】各 ¥5,800 

 

触り心地のよい起毛タイプの生地を使用したソファカウチ。座クッションはフェザーの

層、ウレタンフォームの層に分け、座り心地を考慮したデザインとなっています。 

 

【商品名】ラージュ ソファ R ブルー【価格】¥108,000 

【商品名】ラージュ カウチ R ブルー【価格】¥102,000 

【商品名】ヴァッソ コーヒーテーブル 900 ホワイト×ホワイト【価格】¥20,000 

【商品名】ラヴィエ ラグ グレー【価格】¥15,000 

  

天然素材（リノリウム）を使用したダイニングテーブル。原料の一つである亜麻仁油は、

抗菌・脱臭効果が認められています。 

 

【商品名】ニーウ ダイニングテーブル カーキ【価格】¥88,000 

【商品名】ニーウ ベンチ カーキ【価格】¥38,000 

     ※2 月下旬発売予定 

【商品名】アネーロ チェア ブラック×ブラック【価格】¥9,800 

【商品名】ブレンダ ペンダントランプ ブラック【価格】¥12,000 

 

ヨーロッパ産のビーチ材使用したレジスチェアとヴァロチェア。イタリアの家具の産地の

ウディネ市の職人により、丁寧に作り上げられた品のある佇まいが特徴です。 

 

【商品名】レジス チェア ホワイト【価格】¥25,000 

【商品名】ヴァロ チェア ホワイト【価格】¥25,000 

【商品名】カールトン ペンダントランプ ブラック【価格】¥12,000 

【商品名】カールトン フロアランプ ブラック【価格】¥12,000 

  

【商品名】ユスタ ベッド S ナチュラル【価格】¥52,000 

     ※3 月下旬発売予定 

【商品名】スムーシル 掛け布団カバー S ホワイト【価格】¥8,000 

【商品名】スムーシル まくらカバー ホワイト【価格】各 ¥2,200 

【商品名】ダオス ラグ M ブラック【価格】¥10,000 

【商品名】ボルデ スツール【価格】¥12,000 

【商品名】ユスタ ベッド SD ホワイト【価格】¥62,000 

     ※3 月下旬発売予定 

【商品名】ネスカ 掛け布団カバー Ｄ マルチ【価格】¥11,000 

【商品名】ネスカ まくらカバー マルチ【価格】各 ¥2,500 

【商品名】リネル ラグ M ナチュラル【価格】¥25,000 

【商品名】ティンドリ ペンダントランプ ナチュラル【価格】¥7,800 

※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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リラックス・ギフト 

 

ゆっくりしたい自分の時間には、心地よい色味や素材、香りのアイテムを。 

落ち着いたトーンは、年代問わずプレゼントにも喜ばれます。 

    

ガラス×木、ガラス×コンクリートの異素

材が組み合わさったボトルが涼しげな印

象のルームフレグランス。 

 

【商品名】シャルド ルームフレグランス 

【価格】各 ¥3,000（全 2 種） 

紅茶をテーマにしたルームフレグランス

シリーズ。フレーバーに合わせたドライフ

ラワーやドライフルーツと共に、香りをお

楽しみいただけます。 

 

【商品名】オリヴィア ティータイム 

ルームフレグランス 

【価格】各 ¥3,600（全 4 種） 

「赤」が印象的な、フランス産のルームフ

レグランス。ブラックのスティックでモダ

ンな印象のデザインです。 

 

【商品名】ルルージュ  

ルームフレグランス 

【価格】各 ¥4,000（全 4 種） 

透明のオイルと色付けされた水の組み合

わせが二層になったルームフレグランス

です。お部屋の差し色として楽しんでいた

だけます。 

 

【商品名】ツーレイヤー  

ルームフレグランス 

【価格】各 ¥3,000（全 4 種） 

    

ヨーロッパのタオル産地として有名なポ

ルトガル製のタオル。発色の良さが特徴。 

 

【シリーズ】リベイラ シリーズ 

【商品】フェイスタオル【価格】各 ¥1,400 

【商品】バスタオル【価格】各 ¥3,600 

柔らかなスチームシャーリングと無撚糸

の風合いで、肌触りの良いタオルです。 

 

【シリーズ】リオナ シリーズ 

【商品】フェイスタオル【価格】各 ¥1,200 

【商品】バスタオル【価格】各 ¥3,200 

2 色重ねたアクリルが、奥行きのある透明

感を演出するバスルームアクセサリ。 

 

【シリーズ】アンミッコ シリーズ 

【商品】ディスペンサー【価格】各 ¥1,200 

【商品】ハブラシスタンド【価格】各 ¥800 

春夏仕様にショート丈にしたコットン

100％のバスローブ。 

 

【シリーズ】エリッサ バスローブ  

ネイビー 

【価格】¥6,800 

    

2 色のレイヤーが美しいバスオイルです。

バスソルトもご用意しています。 

 

【商品名】ベルコーシュ 

デュオレイヤーバスオイル 

【価格】¥1,500 

ペルシャの至宝と呼ばれるウルミア湖で

とれた塩にハーブを混ぜたバスソルト。 

 

【商品名】ニニ アロマティック 

バスソルト ネロリ 

【価格】¥1,300 

ウォーターヒヤシンスのバスケット。鉢カ

バーとして、またファブリックや雑誌の収

納としてもお使いいただけます。 

 

【商品名】ラシッド バスケット イエロー 

【価格】¥3,000 

ホワイトボードのように手書きのメッセ

ージが書き込めるランプ。電池式でコード

がないので、場所を選ばず使えます。 

 

【商品名】スピーチバブル LED ランプ 

【価格】¥2,500 

 

MUSIC 

Francfranc では、サウンドプロデューサー今井了介氏にプロデュースいただき、コレクションにあわせ

た音楽で店内を彩っています。2018 年春は「Respect for Nature」をテーマに、往年の名曲から最新ワー

ルドヒットなどの名曲を集めた、春の爽快アレンジの装いをまとったノンストップ・スムースミックスです。 

1 月 26 日（金）より、Francfranc 店頭およびオンラインショップで先行発売、

3 月中旬より一部量販店で販売します。 

 
タイトル ： TEXTURE 

収録曲 ： 全 16 曲 

発売日 ： 1 月 26 日（金）（Francfranc 全店、オンラインショップ） 

3 月中旬（一部量販店） 

価格 ： ¥1,980 

取扱い ： Francfranc 全店、Francfranc オンラインショップ、一部量販店 

iTunes などの各種配信サービス（予定） 

※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。 


