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〔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 

 

ファッションデザイナー 丸山敬太氏とコラボ
「Francfranc by KEITA MARUYAMA」 
10 月 4 日（金）より発売 
 
 

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）が展開するインテリ

アショップ『Francfranc（フランフラン）』は、日本屈指のファッションデザイナー丸山敬太氏が手がけ

る「KEITA MARUYAMA（ケイタ・マルヤマ）」とコラボレーションした商品シリーズ、「Francfranc by 

KEITA MARUYAMA（フランフラン・バイ・ケイタマルヤマ）」を 2019 年 10 月 4 日（金）から、全国

の Francfranc 店舗※1、Francfranc オンラインショップにて販売します。 

 

※1：Francfranc BAZAR（アウトレット）ではお取り扱いがございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■架空のナイトクラブにある楽屋をイメージした、オリエンタルで魅力的なアイテムを展開  

Francfranc の 19AW コレクションテーマは、「Glamorous Nightclubs（グラマラスナイトクラブ）」。

「Francfranc by KEITA MARUYAMA」では、架空のナイトクラブ「グラマラスナイトクラブ」のオーナ

ー兼シンガーの女性がリラックスして過ごす楽屋の世界観を、丸山敬太氏と共に表現しました。 

オリエンタルな花鳥柄が魅力のサテンのルームウェアやアイマスク、黒いタッセルがアクセントのルー

ムフレグランス、シノワズリ調のテーブルウェアなど、気分を高めてくれる全 46SKU をラインアップ

しました。 
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ルームフレグランス・ポーチ・バッグ 

 

    

【商品名】ルームフレグランス 

【種類】ブルー／ピンク 

【価格】各 ￥4,200（税込） 

【商品名】ルームミスト 

【種類】ブルー／ピンク 

【価格】各 ￥2,800（税込） 

ブルーは爽やかなシトラスとジャンスミンの香り、ピンクは 

パウダリーなローズの香りを表現したルームフレグランスです。
約 2 ヶ月間香りが持続します。 

 

ルームフレグランスと同じ香りのルームミスト。約 500 回プッ

シュできます。 

   

【商品名】ワイヤーポーチ 

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ￥2,600（税込） 

【商品名】バニティーポーチ  

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ￥4,800（税込） 

【商品名】トートバッグ 

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ￥2,200（税込） 

タッセルがワンポイントのワイヤーポー

チ。大きな間口で使いやすく、ワイヤー
が型崩れを防ぎます。 

仕切りやポケット付きで、コスメやメイ

ク道具をまとめて収納できるバニティー
ポーチ。ミラー付きなのでこれひとつあ
れば、メイクをする時に便利です。 

A4 サイズも入るポケット付き。サテン素

材で高級感があり、薄くて軽いので、オ
ン・オフ問わず使い勝手の良いトートバ
ッグです。 

 

 

テーブルウェア 

 

    

【商品名】ティーポット 

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ￥2,000（税込） 

【商品名】カップ＆ソーサー 

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ￥1,500（税込） 

【商品名】ミニプレート 

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ￥800（税込） 

【商品名】ストレーナーマグ 

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ￥1,600（税込） 

特徴的なフォルムのカップ＆ソーサーや、ふたと茶こしがついた珍しいマグなど、セットで揃えたくなるシノワズリ調のテーブルウ
ェアシリーズです。来客時のおもてなしや、特別な日のティータイムに。ミニプレートは、アクセサリートレーやインテリアとして

など、様々な用途をお楽しみいただけます。 

 

※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。 
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ルームウェア・ルームシューズ・寝装品 

 

   

【商品名】ルームウェア 

【種類】ブルー／ピンク 

【価格】各 ￥8,000（税込） 

【商品名】ワンピース 

【種類】ブルー／ピンク 

【価格】各 ￥7,000（税込） 

【商品名】アイマスク 

【種類】ブルー／ピンク 

【価格】各 ￥1,800（税込） 

 

軽く柔らかなサテン生地を使用した、肌触り滑らかで着心地の良い花鳥柄のルームウェ
ア。共布の巾着に入っているので、持ち運びにも便利です。上下セパレートとワンピー
スの 2タイプをご用意しました。 

 

花鳥柄の刺繍を施したアイマスク。フチの
パイピングがポイントです。ルームウェア
とセットでギフトにもおすすめです。 

 

  
 

 

【商品名】ベロアガウン 

【種類】ネイビー／ピンク 

【価格】各 ￥9,000（税込） 

【商品名】ルームシューズ 

【種類】ネイビー／グレー 

【価格】各 ￥3,800（税込） 

 

胸元の刺繍と、襟元・袖口の切り替えしが
ポイントの柔らかなベロアのガウン。 

ガウンと同柄のベロア素材のルームシュー
ズ。スリムな外靴のような形状で、足がす

らりと綺麗に見えます。 

 

 

   

【商品名】まくらカバー 

【種類】ライトグリーン／グレー 

【価格】各 ￥2,200（税込） 

 

【商品名】掛け布団カバー 

【種類】ライトグリーン／グレー 

【価格】S  各 ￥8,000（税込） 

D 各 ￥10,000（税込） 

 

 

ツヤのあるマイクロファイバー素材を使用しているので、しっかりとした厚みと温かさ

があり、滑らかな肌触りが特徴の寝装品シリーズです。 

 

 

 

 

※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。 
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モチーフクッション・クッションカバー 

 

   

【商品名】クッション リリー 

【価格】各 ￥2,500（税込） 
【商品名】クッション ノア 

【価格】各 ￥2,500（税込） 
【商品名】クッション 扇子 

【価格】各 ￥3,000（税込） 

白猫モチーフのインテリアクッション。全
体は色表現が豊かに仕上がるジャカード織
りで、水彩画のようなタッチを表現しまし

た。猫の白い部分のみに柔らかいシェニー
ル糸を使用しているので、異なる触り心地
が楽しめます。 

 

黒猫モチーフのインテリアクッション。色
表現が豊かに仕上がるジャカード織りで、
黒猫の絶妙な毛並み、体の美しいカーブ、

耳の形にこだわって表現しました。 

タッセル付きが珍しい、扇子をモチーフに
したクッション。ベルベット生地が大人な
雰囲気を演出する、女性らしいデザインで

す。 

   

【商品名】クッションカバー バード 

【種類】ブルー／ピンク 

【価格】各 ￥3,500（税込） 

【商品名】クッションカバー 無地 

【種類】アイボリー／ピンク 

【価格】各 ￥3,500（税込） 

 

縁にあしらった細めのロープのパイピング
がポイントの、花鳥柄のクッションカバー
です。 

光沢のあるサテン生地のクッションカバ
ー。シンプルなデザインながら、周りを囲
うタッセルがアクセントとなっています。 

 

 

インテリアアイテム 

 
   

【商品名】リムーバブルウォールペーパー 

【種類】ブルー／グレー 

【価格】各 ￥5,800（税込） 

【商品名】スツール 

【種類】グリーン／ピンク 

【価格】各 ￥6,500（税込） 

【商品名】ラグ 

【価格】￥15,000（税込） 

幅 90cmx長さ 300cm の貼ってはがせるウ
ォールペーパーです。壁だけではなくシェ
ルフの引き出しやカラーボックス等ワンポ

イントでもお使い頂けます。 

ソファのオットマンとして、またドレッサ
ーにあわせるなど、お部屋のアクセントと
して、トレンド感のある空間を演出できま

す。 

パイルをカットして凹凸感を出すカービン
グ加工を採用。同シリーズの華美な雑貨と
のコーディネートできるよう、シンプルな

デザインに仕上げました。 

 

 

※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。 
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■今回のコラボレーションについて丸山敬太氏にインタビュー 

 

Q：コラボレーションアイテムを作るにあたり、どんなイメージでデザインされましたか？ 

 

A：今回は「グラマラスナイトクラブ」というコンセプトではあったけれど、ただ単純な「グラマラス 

ナイトクラブ」ではなく、クラシックな架空のナイトクラブで働くバーレスクダンサーやシンガー 

の女の子たちのバックステージをイメージして、少しオリエンタルな香りがするようなオリジナル 

デザインに仕上げました。色味はパウダリーで、ガーリーな世界観をブラックでぴりっと引き締め 

て、コンセプトに合うように作りました。 

 

Q：どんな風にこのアイテムを使って欲しいですか？ 

 

A：自分へのご褒美や、誰かへのギフトとして、普段とは違う気分の時に使って欲しいです。 

 

 

■丸山敬太氏プロフィール 

 

文化服装学院卒業。1994 年にコレクションデビュー。世界の舞台でもコレクションを発表。

『晴れの日に着る服・心を満たす服』をコンセプトに、新たなモードエレガントを提案。 

その他、ミュージシャン、俳優、舞台の衣装制作をはじめ、ブランドやイベントのディレクシ

ョンなど、広い分野で活動。近年では JAL の制服を手掛ける。 

2016 年 青山本店をコンセプトストア『丸山邸』としてリニューアルオープン。 

2019 年 ブランド 25 周年を迎える。 

 


