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2018 Autumn & Winter Collection 

8月24日（金）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 8 月 24 日（金）より 2018 年 Autumn & Winter  

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 8 月 10 日（金）より先

行発売。） 

 

 

 

 

2018 年の Autumn & Winter Collection のデザインテーマは、「Retro Elegance（レトロ・エレガンス）」。 

60 年代のレトロなムードに、女性らしいカラーやデザイン、ニュアンスを加え、Francfranc らしく仕上

げました。 

 

2018 年春夏から提案しているシンプルで洗練されたデザインに、ベルベットなどのレトロな素材、大理

石や真鍮などのソリッド感あふれる素材を多く取り入れています。 

手仕事の温かさやクラフト感を技法や柄に落とし込み、スタイリッシュで都会的なデザインを融合させた、

Francfranc らしい現代的なスタイルを提案いたします。 
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インテリアアクセサリ 
 
女性らしい色づかいや素材、フォルムを取り入れて、秋冬はエレガントな気分に。デコレーションアイ

テムをアクセントに取り入れ、いつものお部屋を華やかに。 

 

 

    

クッションカバー（左から） 
トリーヌ  \2,500 

ネーヴェ   \3,000 
シャルーレ \3,500 

クッションカバー（左から） 
シスリア   \3,500 

ミレール   \4,000 
スピンクス \3,000 

クッションカバー（左から） 
ジーレ グレー  \3,000 

ポピオ         \3,000 
ジーレ ベージュ \3,000 

クッションカバー（左から） 
ベイック  \5,000 

クリオル  \2,500 
センプレア \3,000 

毎シーズン種類が豊富なクッションカバー。今シーズンはリネンとベルベットの異素材を組み合わせたり、刺繍や箔プリントなど様々な

技法を使用するなど、細部までこだわりが多くつまったアイテムばかり。お部屋のイメージに合わせ、コーディネートをお楽しみいただ

けます。 

   

ニバール フラワーベース（左から） 
バイカラー S  レッド  \2,000 
バイカラー M  レッド   \3,500 

バイカラー ブルー      \2,500 
バイカラー イエロー    \3,000 

ゾンネ ウォールクロック 
ゴールド / シルバー 各 \5,000 

マルチ ガラスフレーム 3 （上段） 
ゴールド / ブラック 各 \3,200 
マルチ ガラスフレーム 1 （下段） 

ゴールド / ブラック 各 \1,500 

鮮やかなカラーにレトロな柄を組み合わせ

たバイカラーのフラワーベース。グリーン

やドライフラワーなどと合わせるのがおす

すめです。 

放射状の線が印象的なデザインの直径

45cm と大きめサイズの時計です。スイープ

ムーブメントを採用しており、カチカチと

した音が鳴りにくい仕様です。 

お部屋のインテリアにも馴染む、細いフレ

ームがスタイリッシュなフォトフレームで

す。 

   

アートプランツ ユーカリ＆ベリー 

ゴールド / シルバー 各 \1,000 

アシンメトリーラフブーケ 

ダリアミックス \4,800 

アートプランツ モンステラ 

ゴールド / シルバー 各 \1,000 

お部屋のアクセントにおすすめなメタリッ

クカラーのアートグリーン。少し垂れ下が

るような、柔らかい印象のユーカリです。 

赤とゴールドで色味を統一したアシンメト

リーブーケ。既にアレンジしてある為、そ

のまま花瓶に挿すだけでお手軽にスタイリ

ングが完成します。 

お部屋のアクセントにおすすめなメタリッ

クカラーのアートグリーン。造花でしか表

現出来ない色でお部屋のインテリアをより

モダンにしてくれます。 

※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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インテリア 

 

Francfranc らしいカラフルな色づかいのソファをはじめ、素材やデザイン性にこだわった照明や家具を

ラインアップしました。 

 

 

   

アマート ソファ ピンク   \48,000 
キャーロ コーヒーテーブル  \19,800 

キャーロ TV ボード         \32,000 
シュペルブペンダントランプ \23,000 
フィオサス パーテーション  \38,000 

リボリカ パーテーション    \35,000 
レイシー ラウンドラグ グレー \15,000 

ナビア ソファ 2Ｓ ベルベット ダークネイビー  
\82,000 

シフラ コーヒーテーブル 500  \28,000 
シフラ コーヒーテーブル 650  \38,000 
スラン ペンダントランプ L     \19,000 

ヴェルディ ラグ ブラウン        \20,000 

カノーロ ベッド S ゴールド   \32,000 
ダイヤモンド テーブル          \19,800 

リリア 掛け布団カバー S ベージュ \8,000 
リリア まくらカバー ベージュ  \2,200 
シーファ ラグ M ライトベージュ \25,000 

コンパクトサイズのソファを中心に、フェミ

ニンテイストでまとめたコーディネート。ソ
ファもテーブルもクラシックな脚が特徴で
す。 

ベルベット生地にオーク材の脚を合わせた

気品あるソファ。照明は大きめサイズなが
ら、抜け感のあるデザインで、部屋の圧迫感
を抑えることができます。 

ベッドは細いスチールパイプを採用し、緩

やかな曲線やクラシックな装飾を施すこと
で、上品な印象とガーリーな印象を兼ね備
えました。 

   

ブリッサ ベッド クラウン D ピンク \78,000 
マタン サイドテーブル ブラック     \7,800 

フレジエ ランプ ピンク              \6,500 
パロン 掛け布団カバー Ｄ ホワイト  \11,000 
パロン まくらカバー ホワイト      \2,500 

ミーティス ラウンドラグ ライトグレー 
\15,000 

レーニョ ダイニングテーブル \65,000 

レジス チェア ブラウン    \25,000 

ヴァロ チェア ブラウン      \25,000 

チェロ ダイニングテーブル \118,000 

サルト チェア ナチュラル  \18,000 

肌触りの良い起毛生地を張ったクラウンヘ

ッドのベッドに、シンプルながらも細かいタ
ックが特徴のファブリックを合わせたコー
ディネートです。 

落ち着いた雰囲気の天板に、細身のスチール

脚部を組み合わせた、特徴的でスタイリッシ
ュな印象のデザインのダイニングテーブル
です。 

イタリア産の大理石を天板に使用したダ

イニングテーブル。チェアのフレームに
は無垢材を使用。木の持つ上品な雰囲気
が落ち着きのあるダイニング空間を演出

します。 

※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・ダイニング 
 
カラフルで華やかな食卓は、食事の時間をより楽しく演出します。フェミニンテイストのアイテムを中

心に、洋食器から和食器まで、幅広くラインアップしました。 

 

 

   

ホイップ ピンク / ホワイト 
カップ＆ソーサー \1,500 

ティーポット    \2,400 
プレート      \1,200 

SAKUZAN 掛分け プラム / オリーブ 
ボウル   S  \1,800 

ボウル   M   \2,800 
プレート M  \2,000 
プレート L  \2,800 

カラーティー ブルー / ホワイト / ピンク 
エスプレッソカップ&ロングプレート 

               各 \1,500 
カップ＆ソーサー       各 \1,300 
プレート           各 \900 

 

ホイップクリームをモチーフにしたシリ

ーズ。ティータイムがより楽しく、特別

なものになります。 

「洋食でも和食でも料理が映える」をコン

セプトに開発した和食器です。秋らしいカ

ラーで、リムが高めに立ち上がった使いや

すい形状です。 

外側はマット、内側とハンドル部分はつるんと

した異なるテクスチャーが特徴。スモーキーカ

ラーがどんなシーンにも使いやすく、色違いで

揃えるのもおすすめです。 

   

オレオル コースター（上段） 

サークル ブラウン / ピンク 各 \850 
オレオル コースター（下段） 
スクエア ブラウン / ピンク 各 \850 

マルモア コースター（上段） 

グレー / ホワイト 各 \850 
ロシェ コースター（下段） 
ホワイト / ピンク  各 \850 

フルエプロン（左から） 

オージャス \4,800 
ドアナ   \4,800 

ミラー素材を生かしたコースター。重厚

感があり、グラス以外にも、ディフュー

ザーなどと組み合わせても素敵です。 

大理石に真鍮をあしらったコースターと、

２色の大理石を組み合わせたモダンなコー

スターです。 

シワになりにくい素材で乾きやすく、軽く

さらりとした着心地のエプロンです。華や

かなデザインなのでギフトにもおすすめです。 

 

 

 

ルスカ レッド / オレンジ 
プレート S / M   \900 / \1,500 
ボウル  S / M   \900 / \1,200 

カップ&ソーサー    \1,500 
ティーポット       \2,000 
マグ        \900 

 
イニシャルマグ 
A / E / H / K / M / N / R / S / T / Y 

各 \1,500 

シリーズ名の「ルスカ」とは、フィンランド語で夏の終わりの森の色が変わっていく時

期を意味します。カップやボウルは丸みを帯びた形状で使いやすく、ティーポットは狭

いスペースにも収納しやすいようにスリムに仕上げました。見た目だけでなく使いやす

さにもこだわったアイテムです。 

華やかなゴールドをハンドルとボディにあ

しらったギフトにぴったりのボックス入り

のイニシャルマグです。蓋はティーバッグ

をのせたり、裏返してコースターとしても

使用していただけます。 

※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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リビング・メイクアップルーム・バスルーム 
 
自分だけのプライベートエリアには、お好みの色や素材、香りなど、好きなものをぎゅっと詰め込んで。

フレグランスはギフトにも喜ばれます。 

 

 

   

ミスフローラ ルームフレグランス 

ピンク / オレンジ / グリーン / パープル 
各 \3,200 

ベルヴィア ルームフレグランス 

レッド / グレー / ブラック / ピンク 
各 \3,600 

イルラフィニ ルームフレグランスセット 

\3,000 
 

ミスフローラはローマ神話に登場する、花

を司る女神の名前です。女性らしい華やか

な香りのフレグランスです。 

トレンドのベルベット素材が秋冬にぴったり

な女性らしいデザインです。ボトルデザイン

の印象そのままの高級感を感じられるシック

な香りが特徴です。 

人気のイルラフィニのミニサイズを 3 つセ

ットにしました。3 種の香りを楽しめるセ

ットは、ギフトにもおすすめです。 

   

ミスフローラ 

ピンク / オレンジ / グリーン / パープル 
フレグランスビーズ 各 \900 
サシェ       各 \900 

フェリーク フレグランスジェル 

レッド / オレンジ 各 \2,300 

アネラ ピンク / ネイビー 

バスタオル    各 \3,200 
フェイスタオル 各 \1,200 

様々なシーンで使える、ハンギングタイプ

のサシェと、カラフルなフレグランスビー

ズ。華やかな香りが広がります。 

LED キャンドルを施したフレグランスジェ

ル。火を使わないので安心して香りを楽しん

でいただけます。ドライフルーツやシナモン

を入れ、見た目にも楽しいデザインです。 

繊細で美しい細い線の幾何学柄が表現さ

れ、片側にフリルがついている凝ったデザ

インのタオル。肉厚でふわふわの肌触りで

す。 

   

ベロア ピンク / ブルー 
①ラウンド型バニティポーチ 各 \2,500 
②ボートポーチ       各 \2,000 

③ワイヤーポーチ      各 \2,200 
④ティッシュポーチ     各 \1,500 
⑤フラットポーチ      各 \2,000 

パジャマ（左から） 
サテン ワンピース ストライプ \5,000 
ストレッチ ベロア ピンク  \6,000 

ポルテア ジュエリーボックス  
グリーン / ブラウン / オレンジ 
M 各 \5,500 

L  各 \8,000 
 

ベロア素材が上質感のあるポーチです。パ

イピングとダブルタッセルで、上品な中に

も遊び心があります。  

しわがつきにくい強撚サテンのパジャマと、

季節感のあるベロア生地のパジャマシリー

ズ。巾着付きで、旅行などの持ち運びにも便

利です。 

ベルベット素材のレトロモダンなジュエリ

ーボックス。中を開くと仕切りが細かくつ

いており、用途に応じて使い分けて収納で

きる高機能ジュエリーボックスです。 

※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。 

①  ② 
③ 

④ ⑤ 
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MUSIC 
 
Francfranc では、サウンドプロデューサー・今井了介氏による、シーズンコレクションにあわせた音楽

が店内を彩っています。2018 年秋冬は、現代風にアレンジした Neo Soul、New Classic Soul といった音

楽を中心に、文字通り“レトロ”と“エレガンス”が相まった素敵なアルバムになりました。 

 

8 月 24 日（金）より、Francfranc 店頭およびオンラインショップで先行発

売、9月 19日（水）より iTunes他、各サイトより配信スタート、9月 26日（水）

より一部 CD 販売店で販売いたします。 

 
タイトル ： Retro Elegance 

収録曲 ： 全 15 曲 

発売日 ： 8 月 24 日（金）（Francfranc 全店、オンラインショップ） 

9 月 19 日（水）（iTunes 他、各サイトより配信） 

9 月 26 日（水）（一部 CD 販売店） 

価格 ： ¥1,980（税込） 

取扱い ： Francfranc 全店、Francfranc オンラインショップ、一部 CD 販売店 

iTunes などの各種配信サービス（予定） 

※画像はイメージです。仕様は変更される可能性がございます。 

 

 


