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小型扇風機「フレ ハンディファン」POP UP SHOP
ルミネ新宿店 ルミネ 2 に 8 月 3 日（月）オープン
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）は、小型扇風機「フ
レ ハンディファン」の販売好調を受け、2020 年 8 月 3 日（月）～8 月 16 日（日）の 14 日間、新宿駅
直結『ルミネ新宿店 ルミネ 2（東京都新宿区）
』の 2 階催事スペースにて POP UP SHOP をオープンい
たします。
▼フレ ハンディファン 特集ページ
https://francfranc.com/blogs/feature/the_fan

「フレ ハンディファン」の他、より小型化したミニファンや、ハンディファン用ネックストラップも販売。
期間限定の POP UP SHOP では、2018 年の発売以降、累計 100 万台以上を販売した「フレ ハンディフ
ァン」がご購入いただける他、ハンズフリーで使える最小・最軽量の「フレ ミニファン」、アロマオイ
ル対応の「アロマパフュームファン」
、ハンディファン用のネックストラップなどの周辺アイテムも同時
に販売いたします。
お客様のライフスタイルに合わせた猛暑対策ができるよう、可愛くて涼しいだけでなく、利便性の高い
様々なアイテムをラインアップしました。

〔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 B1F Tel:03-6419-3157 Fax:03-6419-3493 Mail:press@francfranc.co.jp
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【展開アイテム一例】

卓上・持ち運びと 2WAY で使用でき

最小・最軽量の、マルチシーンで使

香水の瓶のようなデザインがかわい

フレシリーズのファンに取り付けて

るハンディファン。昨年モデルに比

えるミニファン。付属のクリップで

いアロ マオ イル 対応 ハンデ ィフ ァ

使用できるネックストラップ。金具

べ、風量は 1.4 倍、体感騒音は約 50％

日傘やバッグなどの様々な場所に取

ン。本体中央のアロマチップでお好

を繋げてマルチストラップとしても

カットを実現しました。風量は弱～

り付けられ、付属のネックストラッ

きな香りをお楽しみいただけます。

お使いいただけます。

強モードの 5 段階+リズム風で簡単

プを取り付けると、ハンズフリーで

に調節可能です。

ご使用いただけます。

【商品名】フレ ハンディファン

【商品名】フレ ミニファン

【商品名】アロマパフュームファン

【商品名】フレ ネックストラップ

【価格】1,980 円（税込）

【価格】1,480 円（税込）

【価格】2,280 円（税込）

【価格】900 円（税込）

【カラー】6 色

【カラー】4 色

【カラー】2 色

【カラー】4 色

Francfranc の世界観が楽しめる、人気アイテムも販売。
今回の POP UP SHOP では、
「フレ ハンディファン」の他にも Francfranc で人気のアイテムも同時に販
売いたします。女優気分が味わえると SNS でも人気の「ヴァリーズ ハリウッドボックス」や、スタン
ド付きでブラシが清潔に保てる「クリスタ メイクアップブラシ スタンド付」などのメイク関連アイテ
ムに加え、一時欠品となった「バッグチャームエコバッグ」など豊富なアイテムを手に取ってご覧いた
だけます。
【展開アイテム一例】

プロ用のメイクボックスを自宅仕様

ブラシの持ち手がダイヤモンドのよ

チャーム部分に収納して持ち運べる

植物性消臭成分配合のコンパクトな

に開発したドレッサー。コンパクト

うなデザインで、インテリアとして

エコバッグ。バッグチャームとして

ルームフレグランス。プラスチック

に収納でき、インテリアとしても素

も可愛いミニフェイスブラシ。スタ

つけられるので忘れる心配もありま

ボトルなので丈夫で割れる心配があ

敵なデザインに仕上げました。ライ

ンド付きでブラシ洗浄後の乾燥にも

せん。コンビニのお弁当などがスッ

りません。香りはホワイトムスクと

トの切り替え・調光もでき、憧れの

最適なので、清潔に保つことができ

キリと入るサイズ感で、ちょっとし

ホワイトサボンの 2 種類をご用意し

女優気分でメイクを楽しめます。

ます。

たお買い物におすすめです。

ています。

【商品名】ヴァリーズ ハリウッドボ

【商品名】クリスタ メイクアップ

【商品名】バッグチャームエコバッグ

【商品名】ルフティー ルームフレグ

ックス

ブラシ スタンド付

【価格】1,500 円（税込）

ランス

【価格】S：28,000 円（税込）

【価格】1,200 円（税込）

【カラー】6 色

【価格】2,200 円（税込）

L：58,000 円（税込）

【カラー】2 色

【種類】2 種

【カラー】2 色

〔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 B1F
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フレ ハンディファン POP UP SHOP 概要
実施期間

： 2020 年 8 月 3 日（月）～8 月 16 日（日）

場所

： ルミネ新宿店 ルミネ 2 - 2 階催事スペース（東京都新宿区新宿 3-38-1）

営業時間

： 平日
土日祝

11:00～21:00
11:00～20:00

※営業時間は変更の可能性あり。施設の営業時間に準ずる。
（最新情報は、ルミネ新宿店ホームページをご確認ください）
取り扱い SKU

： 約 80 SKU

取り扱いアイテム

： 家電（ハンディファンなど）
バス＆ビューティー（フレグランス、メイクツールなど）
日用雑貨（バッグ、ポーチなど）

〔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 B1F
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