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2019 Spring & Summer Collection
1 月 25 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、2019 年１月 25 日（金）より 2019 年 Spring & Summer
Collection を順次 ※1 展開します。
※1：店舗により展開時期が一部異なります。

2019 年の Spring & Summer Collection のデザインインスピレーションは、
「50’s（フィフティーズ）」
。
50 年代のデザインは、未来への希望に満ち溢れ、開放感ある時代を体現するようなポップなカラーが流
行しました。その明るいイメージや装飾、デザインにこだわった物作りなど、50 年代からインスピレー
ションを受けて開発したアイテムを提案いたします。
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リビング・インテリアアクセサリ
明るく春らしいトレンドカラーのスモーキーピンクや刺繍などを取り入れたクッションカバーや、アー
トフラワーでリビングに華やぎをプラス。柄×柄の組み合わせも小物なら取り入れやすく、コーディネー
トの幅が広がります。

クッションカバー（左から）
ロシュニール \5,000
コラージオ
\4,000
ヴェルダ
\4,000

アートフラワー
チューリップ ドット
各 \600（全 4 色）

クッションカバー（左から）
レフア
\3,500
グラシル
\3,500
フロルディ \3,500

アートフラワー
マグノリア ドット
各 \800（全 4 色）

クッションカバー（左から）
シアメーセ \3,500
ヴェネーレ \3,500
マンダリナ \4,000

アートフラワー
ダフォディル ストライプ
各 \800（全 4 色）

アートフラワー
カラーリリー ストライプ
各 \800（全 3 色）

アートフラワーは全 113SKU。リアルな素材感のチューリップやカラーに加え、アートフラワーでしか表現できないグラフィックをのせたシリーズを新し
く開発しました。単色のものにそれぞれをミックスし、ブーケとしてオリジナルの組み合わせを楽しめます。持ち帰りやギフトにぴったりのアートフラワー
専用バッグも販売します。

ウォールフラワー
S
\800
M
\1,500
XL \3,000

メランジュ フラワーベース カラー
S \2,500
L \3,000

リナ ウォールミラー
各 \7,800（全 2 色）

シェリル フロアクッション
各 \4,000（全 2 色）

全 21SKU をラインアップ。ホワイ
トやピンクの単色に、ドットやスト
ライプの柄を組み合わせることで、
より空間を華やかに演出します。

ニュアンスアートがスタイリッシュ
な印象の細身なフラワーベース。

細いワイヤーラインがモダンで、デ
ザイン性の高いウォールミラー。お
部屋にインパクトを与えます。

背もた れ付 きの シェ ル型ク ッシ ョ
ン。寄りかかるときや椅子の背もた
れとしても活用でき、見た目の可愛
さに負けない優秀なアイテムです。

ルブーケ ルームフレグランス
各 \3,800（全 4 種）

トゥインクリング LED ルームフレグランス
各 \5,500（全 4 種）

フィールザシー ルームフレグランス
各 \3,200（全 3 種）

花を飾るように香りを飾れるアイテム。インテリ
アとしてもお楽しみいただけます。

間接照明としてもお使いいただける、LED 内蔵の
今までにないルームフレグランスです。

それぞれにリゾートを思わせるような花びらやドラ
イフルーツ、貝殻を入れたルームフレグランスです。
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テーブル・ダイニング
ピンクやゴールドを基調とした、食卓が明るいムードになるフェミニンなアイテムを豊富にラインアッ
プしました。来客時やイベント時におすすめの、トレンドを取り入れたファッション性の高いエプロン
もご用意しました。

プリマーレ シリーズ（全 2 色）
オーバルボウル
\1,800
ボウル
\1,200
マグ
\1,000
ティーポット
\2,500

カップ&ソーサー \1,600
プレート S
\900
プレート M
\1,400
プレート Ｌ
\2,000

手描き風の花柄が食卓を華やかに演出してくれるシリーズ。水色をアクセン
トとしているため甘すぎず、爽やかな印象を与えます。手びねり風の温かみ
のある形状も特徴的です。

タワーマグ 4P
LINE／FEMININE

クラー シリーズ（全 2 色）
ティーポット
\2,500
マグ
\1,000
ボウル
\1,000
カップ＆ソーサー \1,600

プレート S
プレート無地 M
プレート無地 S
プレート M

\1,200
\1,200
\800
\1,600

モダンな形状×抽象的なペイント柄で、フェミニンな食卓を提案します。ち
りばめられたゴールドが華やかさをプラス。無地と柄を組み合わせるのがお
すすめです。

セリジエ シリーズ（左から）
タンブラー \700
カクテル
\1,200
ワイン
\1,200
シャンパン \1,200

カシュ シリーズ クロス／ペイント（左から）
キッチンディスペンサー \1,700
フードコンテナ S
\1,800
フードコンテナ L
\2,200
カトラリースタンド
\1,000
ツールスタンド
\1,800

スタッキングして収納できるタワーマグ。スタン
ドのゴールドワイヤーがスタイリッシュで、イン
テリアとしても楽しめます。BOX 入りでギフトに
もおすすめです。

細身の脚部がエレガントなフォルムで女性らし
いアイテム。パーティーや記念日など、特別な時
に使いたいアイテム。

無機質で質素になりがちなキッチンまわりもキュ
ートな柄や明るい色合いで気分も華やかに。

ガーベラマグ
各 \1,500（全 4 色）

ポイス フルエプロン
各 \4,800（全 2 色）

プリマーレ フルエプロン
各 \3,800（全 2 色）

パステルカラーが春らしい蓋付きマグ。蓋はコー
スターやミニプレートとしてもご使用いただけま
す。BOX 入りでギフトにもおすすめです。

お洋服のように着用できる、オーガンジー生地を
使用したエプロンです。来客時やホームパーティ
ーなどのイベント時におすすめです。

華奢なストラップで女性らしい印象になってお
り、裾に広がる模様でブーケのようなデザインに
仕上げました。同柄のミトンやポットホルダーも
展開します。

各 \3,800
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ルームウェア・ルームシューズ・バスリラックスアイテム
自宅で過ごす時間もおしゃれを楽しめるよう、今季は様々なタイプのルームウェアを豊富に揃えました。
普段の服装とは違うテイストを楽しむのもおすすめです。

パジャマ（左から）
ボタニカルプリント
キャットプリント

サテンレース（全 2 色）
ワンピース \5,000
ガウン
\5,000

エンブロイダリーサテン パジャマ
\6,000（全 2 色）

タッセルサテン ルームシューズ
各 \3,000（全 2 色）

シワになりにくい強撚サテンを使用
しているので、ドレープ性に優れシ
ルエットが綺麗に見えます。腰紐付
きで、ウエストマークをすればスタ
イルアップに。

肌触りが良いサテンのシリーズです。
ガウンは少し肌寒い時の羽織代わり
にもおすすめです。

胸元の刺繍や、裾のフリルが女性らし
いセパレートタイプのパジャマ。洋服
感覚で着用できます。

タッセルが歩くたびに揺れるルーム
シューズ。サテン生地なので上質感も
あります。つま先がスリムなので、脚
を長く綺麗に見せる効果も。

フラワープリント バスローブ
各 \6,500（全 2 色）

フラワープリント バスドレス
各 \4,000（全 2 色）

フラワープリント ヘアバンド
各 \1,800（全 2 色）

花柄刺繍 ルームシューズ
各 \3,000（全 2 色）

表面はマイクロファイバーで触り心
地が非常に良く、肌に触れる面はパ
イルで吸水性に優れています。ピン
クは全面に、ホワイトはポイントで
花柄をあしらっています。

タオルをそのまま着るような感覚
の、ベアトップタイプのバスドレス。
お風呂上りだけでなく、ビーチやジ
ムでおしゃれなデザインで差をつけ
られるアイテムです。

バスローブやバスドレスとコーディネ
ートできるヘアバンド。バスローブと
セットでギフトにもおすすめです。

刺繍が入ったルームシューズ。スエー
ド調の生地で、上品な大人っぽさを演
出できます。

\6,000
\6,000

シャルロット
ディスペンサー／フォームディスペンサー
各 \1,800（全 2 色）

ペリグリ キャットフェイス アイピロー
各 \1,200（全 2 色）

ミャウミャウ リラクシング キャットハンド
各 \850（全 2 色）

シャルロットケーキのようなデザインのディスペ
ンサーです。シャンプー・リンスを入れられる大
きいサイズと、泡ハンドソープ用の小さなサイズ
の 2 種をご用意しました。

電子レンジで温めたり、冷蔵庫で冷やしたりして
使用するアイピローです。目元が開いているので、
まつ毛エクステやアイメイクをしていてもストレ
スなくお使いいただくことができ、テレビやスマ
ホを見ながらのリラックスタイムにご使用いただ
けます。

美容鍼灸師監修の、ネコの手型マッサージグッズ
です。突起がツボを刺激し、筋肉のコリをほぐし
て血行をよくします。お風呂でも使用でき、洗う
ことが出来るので清潔に保つことが出来ます。
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ベッドルーム・メイクアップルーム
ハリウッド映画の中のメイクルームのような、大きなライト付きのミラーはいつまでも女の子の憧れ。
女優気分で思いっきりメイクを楽しみましょう。気分を高めてくれる小物も忘れずに。

フッツェ ハリウッドミラー
ラウンド（全 2 色）
ホワイト
\18,000
ピンクゴールド \22,000

L

フッツェ ハリウッドミラー
スクエア（全 2 色）
ホワイト
\7,000
ピンクゴールド \8,000

S

シヴ ヘアブラシシリーズ（左から）
ベントライト
\1,200
ベントオーバル
\1,500
デュアルオ－バル \1,800
デュアルラウンド \2,000

ファビュラス
メイクアップブラシセット \3,000

調光・調色が出来るハリウッドミラ
ーです。日中の外出時や仕事に行く
ときは白い明かりでのメイクを、夜
のお出かけや、ディナーへ出かける
ときは暖色系の明かりでメイクをす
るなど使い分けることが出来ます。

LED ランプが華やかなハリウッドミ
ラーです。お部屋の印象を一気にグ
ラマラスでフェミニンな印象にしま
す。USB・電池両方対応可能です。

静電気防止加工や、ツヤ出し、パー
マヘア用など用途に合わせて機能を
つけたブラシ。ボックス入りなので
ギフトにするのもおすすめです。

フェイスブラシ・チークブラシ・ア
イシャドウブラシ（3 本）とブラシ
ポーチの便利なセットです。ピンク
のナイロン毛とビーズ入りのハンド
ルがフォトジェニック。

シルクスカーフ シリーズ（全 2 色）
バニティケース
\3,000
ラウンドポーチ
\2,500
ペン&アイグラスケース \1,800
ティッシュポーチ
\1,800

スカーフ フラワー カゴバッグ
各 \4,000（全 2 色）

スカーフ ライン カゴバッグ
各 \4,000（全 2 色）

スカーフ サークル カゴバッグ
各 \3,800（全 2 色）

スカーフ柄のポーチシリーズ。タッ
セルがついているのもワンポイント
でエレガントな印象です。

トレンドのバケツ型バッグ。コンパ
クトに見えますが、ペットボトルや
長財布もすっぽり収納できます。ス
トラップの取り外しも可能で、ハン
ドバッグとしても使用可能です。

A4 サイズのクリアファイルも入る
ので、通勤・通学用バッグとしても
おすすめのカゴバッグ。ざっくり編
みのシンプルなデザインは、取り入
れるだけでシーズンコーディネート
のアクセントに。

裏地がスカーフ柄の小さなシルエッ
トのショルダーバッグ。マチ幅があ
るので使い勝手も良く、ストラップ
の取り外しも可能でハンドバッグと
しても使用可能です。

フラビア シリーズ（全 2 色）
スタッキングコスメボックス \6,500
ジュエリーボックス S
\6,000
ジュエリーボックス L
\8,500

エンブロイダリー
ハンカチタオル
フェイスタオル
バスタオル

モニア シリーズ（全 2 色）
ベッドカバー S \8,000
ベッドカバー D \10,000
ピローケース
\2,200

エリム シリーズ（全 2 色）
ベッドカバー S \9,000
ベッドカバー D \11,000
ピローケース
\2,500

バラバラになりがちなコスメとアク
セサリーをすっきりと収納できるボ
ックス。コスメボックスには、ある
と嬉しいティッシュケース付き。

鮮やかなブルーと爽やかなホワイト
地にカラフルな刺繍をあしらったデ
ザイン。しっかりとした風合いで肌
触りのよいタオルシリーズです。

ドットと花柄を組み合わせたレトロ
なデザインの寝装品。コットンサテ
ン生地を使用しているため、上品な
ツヤがあります。

花柄を刺繍で表現したトレンドのデ
ザイン。密度の高い刺繍を施してい
るの でク ラス 感 があ る仕 上が りで
す。

Ｍ

シリーズ（全 2 色）
\700
\1,200
\3,200

Ｌ

Ｓ
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家具・家電
コーディネートの印象を大きく左右する家具は、つい無難なものを選びがちですが、家具にも遊び心を
プラスしたアイテムを選んでみると、家に帰るのがなんだかわくわくするはず。今季は春夏らしいカラ
フルなアイテムや、ひとひねりあるアイテムを豊富にラインアップしました。

スムーク ソファ

各 \128,000（全 2 色）

ピソラ コンパクト ソファベッド

各 \58,000（全 4 色）

背クッションの形状や色の組み合わせが個性的なデザイン性の高いソファ。
それぞれのクッションは取り外し・組み換えが自由なので、自分に合った座
り心地の良さを追求できます。

リムのフリルやスモーキーカラーが特徴のコンパクトなソファベッド。肘置
き使用時は幅約 130cm、ベッド使用時は約 170cm と、コンパクトながら機
能的です。

フェリシテ チェア
各 \28,000（全 3 色）

スターク チェア
各 \22,000（全 2 色）

ブリス サイドテーブル
各 \4,800（全 3 色）

マーリア （全 2 色）
コーヒーテーブル 各 \48,000
サイドテーブル
各 \32,000

高級感のある起毛素材に、ゴールド
の細い脚がエレガントなチェア。お
部屋のアクセントに。

背と座に丸みを持たせ、フィット感
のある座り心地が特徴です。脚には
オーク材を使用。

ソファにセットして使える便利なサ
イドテーブル。コンパクトで軽量な
ため、移動しやすいのも魅力です。

見る角度や距離によって雰囲気が変
わる、モダンなデザインのテーブル。
天板と脚で色の組み合わせが自由に
できます。

モリル ラグ （全 2 色）
M \25,000
L \35,000

トリユル ラウンド ラグ（全 2 色）
各 \6,000

（左から）
ビンツ ラグ
ロイック ラグ
ロスコ ラグ

短毛で弾力があるラグ。端がスカラップになって
おり、お部屋に飾れば存在感たっぷりです。

春夏人気の涼しげなコットンラグ。1 枚でももち
ろん、重ねてのコーディネートもおすすめです。

毛足が長く、触り心地がとてもよい、形がユニー
クなラグ。グラデーションカラーになっていま
す。

\15,000
\15,000
\15,000

コローレ ペンダントランプ
ピンク×レッド
\9,000
ホワイト×イエロー
\9,000
ライトブルー×ブルー \10,000

ヴィーテ ペンダントランプ
\15,000

ムーンプランツ ペンダントランプ
スクエア \15,000
ラウンド \15,000

シェル ランプ
各 \2,800（全 2 色）

丸型はスポットライトのような使い
方、明かりが広がりやすいラッパ型
と平形はリビングやダイニングなど
に最適です。

カラーの異なるシェードを使った 3
灯ペンダントランプです。コードの
長さを調節して様々なシーンに展開
が可能です。

造花 を飾 れる ペ ンダ ント ラン プで
す。植物を囲うように LED ライトが
照らし、月のような幻想的な雰囲気
をつくります。

貝殻の中にアクセサリーなどを置
いて使用することもできるシェル
モチーフのランプ。上蓋部分が影と
なりパールが綺麗に光る仕様です。

※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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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。2019 年春夏は、往年の名曲から最新ワールドヒットなどの名曲を、春の始まり
を感じさせるような、爽快なアレンジによって収録いたしました。Francfranc がお届けする季節にぴっ
たりの 15 選をぜひお聴きください。
1 月 25 日（金）より、Francfranc 店頭※2 およびオンラインショップ、
Spotify にて先行発売・先行配信、3 月 6 日（水）より、一部 CD 販売
店、iTunes 他、各サイトより一般販売・一般配信を開始いたします。
タイトル

：THE GARDEN

収録曲

：全 15 曲

発売日

：1 月 25 日（金）（Francfranc 全店※2、オンラインショップ、Spotify）
：3 月 6 日 （水）（一部 CD 販売店、iTunes 他、各サイトより配信）

価格

：\1,980（税込み）

取り扱い

：Francranc 全店※2、Francfranc オンラインショップ、一部 CD 販売店
Spotify、iTunes などの各種配信サービス（予定）

※2：Francfranc BAZAR は除きます。
※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。

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
〒107-0061 東京都港区北青山 3-5-12 青山クリスタルビル B1
Tel：03-6419-3157 Fax：03-3475-7081 Mail：press@francfranc.co.jp

