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2020 Autumn & Winter Collection 

「Bohemian Artist Lounge」9 月 4 日より展開 
 

株式会社 Francfranc（本社：東京都港区、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）』では、2020 年 9 月 4 日（金）より全国の Francfranc 店舗※1、

Francfranc オンラインショップにて 2020 年の Autumn & Winter Collection を展開します。 

 

2020 AW Collection 特集ページ 

francfranc.com/blogs/feature/2020aw（2020 年 9 月 4 日（金）公開予定） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年の Autumn & Winter Collection シーズナルコレクションのテーマは 

『Bohemian Artist Lounge（ボヘミアンアーティストラウンジ）』。 

 

伝統や習慣にこだわらず、自由奔放な生活をしているボヘミアンアーティストが、 

都会から少し離れた湖畔で共同生活をしている一軒家をイメージしました。 

素材は少しレトロでありながら、フォルムはスタイリッシュに。 

 

オレンジやレッド、ライラックの明るく楽しい色の組み合わせや大胆な幾何学柄のファブリックなど、 

ボヘミアンアーティストたちが過ごす自由で楽しい空間を提案します。 

https://francfranc.com/blogs/feature/2020aw（2020年9月4
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クッションカバー・インテリアクッション 

    

パッチワークのように生地をつな

いでストライプにしたコットンベ

ルベットのクッションカバーで

す。 

深い紫色のコットンベルベットに

うろこのような模様を刺繍で縁取

りしました。 

レトロな色合いの大きな花が大胆

に描かれた華やかなクッションカ

バーです。 

 

表面は植物をモチーフとした有機

的な線で表現した柄となってお

り、刺繍で縁取っているのもポイ

ントです。 

 

【商品名】 

ベルベット パッチワーク-130 

【価格】3,500 円 

【商品名】 

ベルベット スケイル-115 

【価格】4,000 円 

【商品名】 

ベルベットフラワー C-122 

【価格】3,000 円 

【商品名】 

プリントドローイング-145 

【価格】3,500 円 

 

    

温かみのあるパステルカラーのク

ッションカバー。なめらかな触り

心地の良いベルベットを使用して

います。 

 

太めに表現したコーデュロイの凹

凸のストライプがアクセントのク

ッションカバー。表と裏でデザイ

ンが異なるのも特徴です。 

両サイドには細かいフリンジをあ

しらった 25x40cmのミニサイズの

クッションカバー。艶のあるサテ

ン生地にハンドステッチを施し凹

凸を表現しました。 

 

肌ざわりが良いモール糸でざっく

り編まれたインテリアクッショ

ン。柔らかく抱き心地が良いのが

特徴です。 

【商品名】ベルベット キカ D-144 

【価格】3,500 円 

 

【商品名】コーデュロイソリッド 

A-157 

【価格】2,500 円 

【商品名】サテンウェーブ-138  

【価格】3,500 円 

【商品名】シェニーモ クッション 

【価格】3,000 円 

 

 

ラグ 

   

コットン糸やアクリル糸など異な

る素材の直毛パイルの織りで柄を

表現しました。素材感を活かした

クラフト感のあるデザインです。 

上品な光沢感があるビスコース

100%のエリージャラグに新色が

登場。夕日をイメージしたピンク

とオレンジのグラデーションがき

れいなラグです。 

 

彩度の高いカラーリングの幾何学

柄が印象的なラグ。光沢感のある

ビスコースとマットなウールの素

材を部分的に組み合わせることで

奥行き感のあるデザインとなって

います。 

 

【商品名】ボイイ ラグ S MULTI  

【価格】15,000 円 

 

【商品名】エリージャ ラグ ６ Ｍ 

 ピンク×オレンジ 

【価格】40,000 円 

【商品名】オルティノ ラグ Ｍ 

MULTI  

【価格】40,000 円 

 

 

※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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家具 

 

 

 

インテリアアクセサリ・アートボード 

   

温かみのある起毛素材に刺繍の花を施したジュエリーボックス。ボック

スタイプは、開けるとふたの裏側にも収納スペースが付いていて、ピア

スやイヤリング等、お気に入りのジュエリーをたっぷりもたくさん収納

していただけます。 

1 輪挿しとして使える小ぶりなサ

イズ感のフラワーベース。ブラウ

ンカラーのガラスでドライフラワ

ーとの相性も良いアイテムです。 

 

カラフルなアブストラクト柄（抽

象画）のアートボード。柄に使用

している色と雑貨の色味を合わせ

るとお部屋のコーディネートがま

とまります。 

 

【商品名】 エンブロイダリー ジュエリーボックス 

【価格】丸形(トラベル)：1,800 円 / S：6,000 円 / L：8,000 円※左から 

【カラー展開】各 2 色（ピンク、ブルー） 

【商品名】アーティストラウンジ 

フラワーベース 

【価格】各 1,200 円 

【商品名】アーティストラウンジ 

アートボード 

【価格】10,000 円 

 

 

   

パンパスのアートフラワーに新色

が登場。 

鮮やかなグラデーションがきれい

で、1 つ飾るだけでインテリアのポ

イントになります。 

大ぶりなポピーの花のアートフラ

ワー。パンパスとコーディネート

すると、一気にお部屋が秋冬らし

い雰囲気になります。 

クラフト感のある真鍮を使用した

フォトフレーム。フェイスペーパ

ーにもこだわっており、アートボ

ードを飾る感覚でお使いいただけ

ます。 

【商品名】 

 20AW アートプランツ パンパス 

【価格】1,000 円 

【カラー展開】3 色 

（ピンク×パープル、イエロー×オ

レンジ、ピンク×レッド）※左から 

【商品名】 

20AW アートプランツ ポピー 

【価格】1,000 円 

【カラー展開】3 色 

（レッド、パープル、イエロー） 

【商品名】 

アルド フォトフレーム 

【価格】※左から 

S：1,800 円 / M：2,000 円 

 

※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。 

 

 

  

幅 138cm とコンパクトながらも、アーム（ひじ掛け）を細くし、ゆった

りと座っていただける座幅にこだわりました。単色のベルベット地にキ

ルティングを施した、どんなお部屋にも合わせやすいソファです。 

 

【商品名・価格】シュエット ソファ 2S：49,000 円 

        シュエット オットマン：15,000 円 

【カラー展開】2 色（ピンク、ダークグレー） 
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テーブル・ダイニング 

 

 

 

 

 

 

 
ハンドメイド風の温かみのある形状とランダムなドット、落ち着いたピンク、ブラウンの色合いが秋冬らしい食卓を演出するテーブルウェア。 

コーディネートしやすいよう、ホワイトはリムにピンクやブラウンのカラーを施しました。 

【シリーズ名】ボヘムシリーズ 

【商品・価格】※左から 

プレート S：600 円 / ボウル S：600 円 / マグ：700 円 / プレート M：900 円 / ボウル M：900 円 / プレート L：1,400 円  

【カラー展開】3 色（ホワイト、ピンク、ブラウン）※アイテムによって展開カラーが異なります。 

   

クラフト感のある織りと彩度の高

い色合いがテーブルを華やかにす

るランチマット。フリンジが付い

ているのもポイントです。 

 

カラフルな織りのコットン 100％

のランチマット。明るいテーブル

を演出させるほか、肉厚な生地で

テーブルが傷つくのも守ります。 

カラフルな色合いのレジン素材の

コースター。汚れても拭き取るこ

とができるので、お手入れも簡単

です。 

【商品名】リーニエ ランチマット 

【価格】700 円 

【カラー展開】2 色 

（レッド、パープル） 

【商品名】グロッソ ランチマット 

【価格】1,000 円 

【カラー展開】2 色 

（イエロー、ピンク） 

【商品名】ドゥーロ コースター  

【価格】700 円 

【カラー展開】4 色 

（ダークピンク、アイボリー、 

 グレー、ブルー）※左上から 

 

※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。 

 

MUSIC 

Francfranc では、サウンドプロデューサー・今井了介さんによる、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。9 月 4 日（金）より、Francfranc 店頭※1で先行販売開始、Spotify で先行配信

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

 

CD概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル ： Francfranc Presents “BOHEMIAN Artist Lounge” 

収録曲 ： 全 15 曲 

発売日・配信日 ： 2020 年 9 月 4 日（金）： 

Francfranc 店舗先行発売※1、Spotify 先行配信 

2020 年 9 月 23 日（水）： 

iTunes、Apple Music、AWA、LINE MUSIC、 

CD ショップ他 

価格 ： ¥2,017（税込） 
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サウンドプロデューサー・今井了介さんより楽曲制作のポイント＆メッセージ 

「Bohemian Artist Lounge」というテーマから、自由気ままにそして楽器を片手に楽しく歌う人たち、旅

人たちが今のビートに歌や演奏を気ままにノールールで乗せていったらどんな風になるだろう...、そんな

想いを込めて制作させて頂きました。 

ボヘミアン....なかなか日本に生まれ育った私たちには実感の無い生き方かもしれません。ネットでサー

チしてみると『世間の習慣など無視して放浪的な生活をする人。』と出てきます。こんな時代でも、自由

でありたい・思うがままにどこか行きたい・自分の内なる声に従順でいたい....そういった想いは誰の中

にもあるのではと思います。 

今は STAY HOME を意識して過ごされているかと思いますが、少しでもそういった開放的なお気持ちを

音楽から感じ、ご自宅でリラックスできるお時間を過ごして頂けたらと思います。Enjoy!! 

 

今井了介さんプロフィール 

Producer / Compose & Lyric 
1995 年にキャリアをスタートしプロデューサーとして HIP HOP / R&B を中心に数多くの作品

を生み出す。音楽制作のみならず、音楽を通じた企画発案や社会貢献にも参加。'02 年には安室

奈美恵の転機となる"Suite Chic"を企画・発案。‘03 年にはチャリティープロジェクト『VOICE OF 

LOVE』により、国際 NGO を介しフィリピン・ガーナへの学校建設・楽器のプレゼント、11

年の東北地方太平洋沖地震などに社会貢献も行う。2010 年、TEE の『ベイビー・アイラブユー』

を作曲・プロデュース。後にシェネルがカヴァーし、大きな話題となりロングヒットを記録。

2016 年にはリオデジャネイロオリンピック NHK 公式ソング『Hero』(安室奈美恵) の作曲・プ

ロデュースを経て、作曲家として更なる地位を確立。また、2019 年に日本で開催したラグビー

ワールドカップの NHK ラグビーテーマソング、Little Glee Monster の「ECHO」の作詞/作曲・プロデュースを担当してい

る。現在は東京、そしてシンガポールとアメリカのスタジオをベースに、アーティストの発掘・育成、コライトセッショ

ンや海外作家の発掘など、グローバルな視点での音楽制作を軸に更に活動の幅を広げている。 

 

 

Spotify Francfranc Official プレイリスト：https://spoti.fi/2LJj968 

 

 

https://spoti.fi/2LJj968

