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2019 Christmas Collection 10 月 25 日より展開 
「COSMIC CHRISTMAS」をテーマにしたフューチャー感溢れる 
アイテムをラインアップ 
 

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 10 月 25 日（金）より 2019 Christmas Collection

を展開します。 

 

Francfranc 2019 Christmas Collection のテーマは「COSMIC CHRISTMAS（コズミッククリスマス）」。 

惑星や銀河、流れ星などをモチーフにしたオーナメントや食器、銀河を思わせる深い翠色や藍色の陰影

があるガラスのシェイド、宇宙船のような未来的なフォルムのオブジェ、ラメや箔、輝くコーティング、

シフォンやオーガンジー、PVC など透け感のあるトランスペアレントな素材をふんだんに使った、フュ

ーチャー感溢れるクリスマスコレクションをお届けします。 
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クリスマスツリー 

 

80cm～180cm まで、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のクリスマスツリ

ー。スタンダードなグリーンツリー、フェミニンなピンクツリーに加え、今年は枝先がレインボーに光

るファイバーツリーの 3 種類での展開です。新登場のファイバーツリーは、枝部分が LED 光源を使用し

たファイバーになっており、ツリー自体がきらきらと光り輝きます。 

 

     

【商品名：サイズ：価格】クリスマス LED ファイバーツリー 80cm ¥6,000／150cm ¥18,000 

【商品名：サイズ：価格】クリスマス LED 付きツリー グリーン 120cm ¥14,000／150cm ¥18,000／180cm ¥22,000／ポット 80cm ¥7,000 

【商品名：サイズ：価格】クリスマス ホログラムツリー ピンク 120cm ¥10,000／150cm ¥14,000／180cm ¥18,000／ポット 80cm ¥5,000 

※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 

 

ツリー本体と、オーナメント、電飾、ツリートップ、ボールチェーン、ツリースカートがセットになっ

た、毎年人気のスターターセット。 

今年はこれまでの 150cm に加え、新たに 100cm の小型タイプを追加し、2 サイズ展開にしました。また、

専用のボックスに小さく収納できるのも嬉しいポイントです。 

 

   

【商品名】クリスマス スターターセット 

【種類】グリーン（クラシック／モダン）ピンク（スウィーティー／ビューティー） 

【セット内容】ツリー／オーナメント／LED ライト／ツリートップ／ボールチェーン／ツリースカート 

【価格】100cm：¥7,000／150cm：¥10,000 

 

※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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デコレーションアイテム 

 

モダンな印象を与えてくれる LED ツリーや、スモールスペースでもクリスマス気分を演出できる小型ツ

リーなどのデコレーションアイテムをご用意しました。クリスマスギフトとしてもおすすめです。 

 
    

【商品名】LED ストリングツリー 

【種類・価格】RGB LIGHT 45 シルバー ¥3,800 

【種類・価格】WARM LIGHT 80 ゴールド ¥7,800 

【商品名】ボールライト LED ツリー 

【種類・価格】45cm：¥5,000 

【種類・価格】120cm：¥12,000 

枝が優しく光るスタイリッシュなカラーリングの LED ツリーは、

お部屋のアクセントに。 

リモコン操作でカラーや光り方を選べる、昨年大人気のボールライ

トツリー。今年は付け替え可能な枝先のボールが 2 種類あり、気

分やシーンに合わせて雰囲気の違いを楽しめます。 

 

   

【商品名】オーナメントツリー 

【種類・価格】5 フック  ¥980 

10 フック ¥1,400 

【商品名】ハンギング フィルムオブジェ 

【種類・価格】S ¥300 ／ L ¥500 

 

【商品名】ウォーターツリー 

【種類】サンタ／スノーマン 

【価格】各 ￥2,500 

お好きなオーナメントをそれぞれ 5 個分、

10 個分飾れるツリー。スモールスペースに

おすすめです。 

角度によって反射で色の変化が楽しめる吊

り下げ型のフィルムオブジェ。 

スイッチを入れると、中の水が循環し、ラ

メがきらきらと光る様子が幻想的なウォー

ターツリー。 

   

【商品名】デスクトップセットツリー 

【種類】グリーン／ピンク／オーロラ 

【価格】S 各￥2,500／M 各￥3,500 

【商品名】ガラスオーナメントツリー 

【種類】グリーン／ゴールド／ピンク 

【価格】S 各￥1,800／M 各￥2,800 

【商品名】ガラスオブジェツリー 

【種類】S：レッド／ゴールド／オーロラ 

L：ブルー／ゴールド／オーロラ 

【価格】S 各￥800／L 各￥1,200 

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。

Mサイズには LED が付きました。 

 

小さなオーナメントが揺れて、きらきらと光

が反射する可愛らしいガラス素材のツリー。

女の子らしいモチーフのピンクが新登場。 

宇宙をイメージしたガラスツリー。色違い

やサイズ違いでの組み合わせを楽しんで頂

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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スノードーム 

 

年々人気が高まっているスノードーム。手のひらサイズの可愛らしいものから、大きなサイズで自動で

雪が舞うデザインのものや、ライト付き等、約 100SKU の様々な種類のスノードームをご用意しました。 

 

    

【商品名】ロボット 

【種類】ブラック／ゴールド 

【価格】各 ¥2,500 

【商品名】宇宙飛行士 

【価格】¥2,500 
【商品名】プラネット L 

【価格】¥4,000 
【商品名】コズミックサンタ L 

【価格】¥4,000 

 

 

インテリアデコレーションアイテム 

 

お部屋のインテリアもクリスマスムードにチェンジ。キャッチーなモチーフアイテムに心が躍ります。 

 
   

【商品名】サターン クッション 

【価格】¥3,500 

【商品名】キュピル クッション 

【価格】各 ¥3,500 

【商品名】クレル クッション 

【価格】各 ¥3,500 

モチーフクッションは、お部屋のインテリアとしてはもちろん、大きなオーナメント代わりにクリスマスツリーに飾るのもおすすめで

す。 

   

【商品名】ルミナス スターライト 

【種類・価格】S ¥4,500／M ¥6,500 

【商品名】スパークリング テーブルランプ 

【種類】イエロー／マルチ 

【価格】各 ¥1,800 

 

 

8 つの点灯パターンがあるミックスカラー

のスターライトです。壁掛のランプとして

も使用いただけます。 

８つの点灯パターンで、お好みに合わせて

変更可能な照明です。クリスマス以外にも

インテリア照明としておすすめです。 

 

 

※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、毎年種類豊富なオーナメント。今年は全 177 種類ご用意しました。 

「COSMIC CHRISTMAS」のテーマに合わせたギャラクシーなオーナメントを新しく加えました。 

 

   

【商品名】ガラス オーナメント 

ジェリーフィッシュ／オクトパス 

【種類】ミックス／ゴールド 

【価格】各 ¥1,200 

【商品名】ガラス オーナメント 

【種類】オクトパス＆アース／ 

アストロノート／ロケット／UFO 

【価格】各 ¥1,200 

【商品名】ビーズ 

【種類】ロケット／UFO／ムーン／ハート 

【価格】各 ¥800 

     

【商品名】ビジュー 

【種類】シルバー／ピンク／ゴールド 

【価格】各 ¥800 

【商品名】スノーフレーク 

【種類】シルバー／ピンク／ゴールド 

【価格】各 ¥1,200 

【商品名】グリッター ボール 

【種類】ピンク／グリーン／ゴールド 

【価格】各 ¥500 

   

【商品名】クリスタル ボール／スター 

【種類】シルバー／ピンク 

【価格】各 ¥800 

【商品名】グリッター スターバースト 

【種類】ピンク／パープル 

【価格】各 ¥800 

【商品名】ガラス スペース 

【種類】グリーン／ブルー 

【価格】各 ¥500 

 

 

クリスマストイ 

 

ライトや音楽でクリスマスを盛り上げるユニークなトイ。プチギフトにもおすすめです。 

 

   

【商品名】ミュージック ミラーボール 

【種類】サンタ／スノーマン 

【価格】各￥980 

【商品名】人感 ミュージックバード 

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ¥980 

 

カラフルなLEDライトとクリスマスの愉快

な音楽がパーティーを盛り上げてくれるア

イテムです。 

 

人の動きを感知するとクリスマスソングを

歌いだすクリスマス限定バージョンのミュ

ージックバード。 

 

※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 

 

食卓を華やかに彩る、ホリデーシーズンにぴったりのテーブルウェアを種類豊富に揃えました。 

食器としての使用はもちろんのこと、アクセサリートレーや、小物置きとしてもお使いいただけます。 

 

  

【商品名・価格】マトラッセ ボウル  

【商品名・価格】マトラッセ プレート M 

【商品名・価格】マトラッセ プレート L 

【商品名・価格】マトラッセ マグ 

【商品名・価格】マトラッセ カップ＆ソーサー 

【種類】ミント／ホワイト／ピンク 

¥800 

¥800 

¥1,400 

¥800 

¥1,200 

【商品名】マトラッセ バッグ プレート／マグ 

【種類】ピンク／ホワイト／ブラック 

【価格】各 ¥900 

 

 

キルティングをイメージした凹凸と、幅広のゴールドリムが華やか

なセラミックシリーズです。 

ギフトにもおすすめの可愛らしいキルティングバッグデザインの

シリーズ。メイクブラシ・ペンスタンドやアクセサリートレーとし

てもお使いいただけます。 

  

リーニエ シリーズ 

【商品名・価格】プレート SS 

【商品名・価格】プレート S 

【商品名・価格】プレート M 

【商品名・価格】ボウル S 

【商品名・価格】ディーププレート 

 

¥400 

¥600 

¥900 

¥600 

¥1,200 

 

【商品名・価格】ボウル M 

【商品名・価格】プレート L 

【商品名・価格】オーバルボウル 

【商品名・価格】オーバルプレート 

【種類】ホワイト／ラベンダー 

 

¥900 

¥1,200 

¥1,200 

¥800 

【種類】ホワイト／ラベンダー／ブルーグレー 

シンプルながら、リムにあしらわれたダブルラインがほどよくフェミニンなデザインのセラミックシリーズ。日常使いしやすいカラーを

揃えました。 

  

【商品名】コズミック プレート M 

【種類】（左から）ネイビー／オパール／パープル／ブラック 

【価格】各 ¥900 

【商品名】コズミック プレート S 

【種類】（左から）マーブル／パープル／ターコイズ／ゴールド 

【価格】各 ¥500 

コズミック柄や、惑星をイメージした 2 サイズのプレートシリーズ。大小重ねての使用も素敵です。 

 

 

※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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パーティー テーブルウェア 

 

特別な日に使用したい華やかなグラスや、買いやすい低価格な点も魅力なペーパーウェア、メラミンプ

レートなど、お家でのパーティーシーンで活躍するアイテムばかりです。 

 

    

【商品名】ペーパープレート 8P／ペーパーカップ 8P／ペーパータオル 20S 

【種類】（左から）レインボー／フラミンゴ／ダマスク ゴールド／ダマスク シルバー 

【価格】各 ¥200 

ホームパーティーに欠かせないペーパーウェアは、プレート、コップ、タオルをトータルコーディネートできるようにラインアップしま

した。大人っぽいダマスク柄や、ポップなフラミンゴ柄までデザインが豊富なので、お部屋やシーンに合わせて使えます。 

  

【商品名】ジョワイユ メラミンプレート 

【種類】（左から）ピンク／グレイ／ホワイト／ミントグリーン／ネイビー／ブラウン 

【価格】各 ¥300 

商品名の「ジョワイユ」とは、フランス語で「楽しい」という意味。様々な色や柄で、普段の食卓やホームパーティーを盛り上げてくれ

ます。メラミン素材なので、割れる心配なく気軽にパーティーでも使用できます。 

  

【商品名・価格】シーン タンブラー 

【商品名・価格】シーン ワイングラス 

【商品名・価格】シーン シャンパングラス 

【種類】ゴールド／シルバー 

\700 

\1,200 

\1,200 

【商品名】ピック 5P セット 

【種類】イヴェール／フリュイ／フルール 

【価格】¥1,800 

タンブラーはボトムに、グラスは細めの脚にメタルカラーを施し、

シンプルながらもエレガントでパーティーシーンにぴったりなデ

ザインのシリーズです。 

一つ一つ異なる可愛らしいモチーフで、見た目にも楽しいピック

のセットです。 

 

 

 

 

※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。 



 
   2019.9.17 Francfranc Press Release 8 / 9 

〔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 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 Tel：03-6419-3157 Fax：03-6419-3493 Mail：press@francfranc.co.jp 

 

クリスマスギフト 

 

ギフトの定番マグカップやハンドクリーム、ルームフレグランスなど、パッケージまで可愛いアイテム

が豊富です。 

 

    

【商品名】コズミック マグ 

【種類】（左から）ネイビー／オパール／パープル／ブラック 

【価格】各 ¥1,500 

マグカップの柄に合わせたボックス付きでギフトに最適なコズミック柄のマグ。蓋はティーバッグをのせたり、コースターとしてもお使

いいただけます。 

 

      

【商品名】オーナメントギフトセット ハンドクリーム 3pcs 

【種類】（左から）シトラス／フラワー／ムスク 

【価格】各 ¥1,000 

【商品名】オーナメント ハンカチタオル 

【種類】（左から）ネイビー／ピンク／アイボリー 

（【価格】各 ¥1,000 

 

パッケージのままツリーに飾っても可愛い、まるでオーナメントの

ようなハンドクリームセットです。 

オーナメント型のパッケージに入った星柄のハンカチタオル。金糸

での織表現で華やかに仕上げました。 

 

 

 

 

【商品名】アメリア ルームフレグランス 

【種類】（左から）ゴールド／ピンク／ブラック 

【価格】各 ¥3,800 

【商品名】アメリア 

ルームフレグランスセット 

【価格】¥3,000 

クリスマスツリーに飾る、キラキラのオーナメントをイメージしたルームフレグランス。

オーナメントをツリーに飾るように、フレグランスをお部屋に飾ってみてはいかがでしょ

うか。 

ミニサイズのフレグランスのセット。ツリー

に見立てたパッケージにクリスマスの気分

を高めてくれるような、ゴールドカラーをあ

しらいました。 

   

【商品名】COSMIC ポーチ 

【種類】ネイビー／シルバー 

【価格】各 ¥2,500 

【商品名】COSMIC クラッチバッグ 

【種類】ネイビー／シルバー 

【価格】各 ¥3,500 

 

宇宙をイメージしたオーロラ加工を施し、立体的で可愛らしいフォルムのポーチとクラッチバッグ。 

 

※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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クリスマス限定の「COSMIC CHRISTMAS」ギフトバッグでワクワクも一緒にプレゼント！ 

 

クリスマス時期に合わせ、10 月 25 日（金）より、限定のギフトラッピングバ

ッグをご用意しました。 

今年のクリスマステーマに合わせた、フューチャー感溢れるコズミック柄の 

ラッピングバッグです。友人や恋人、家族など、大切な方へワクワクも一緒に

プレゼントしましょう！  

 

※Francfranc 全店（Francfranc BAZAR を除く）にて実施。 

※各店なくなり次第終了。 


