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「シンプルを、Francfranc らしく。」⻑く使える品質を賢いプライスで。 

Francfranc の新ライン「Francfranc Std.」を 

オンライン限定でスタート 
 

 

株式会社 Francfranc（本社：東京都港区、代表取締役 社⻑執⾏役員 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、新しいラインとして 「Francfranc Std.（フランフ

ラン・スタンダード）」を、⾃社 EC、モール系ショッピングサイトで販売開始いたします。※1 

Francfranc Std.は「シンプルを、Francfranc らしく。」がコンセプト。お客様の 「シンプルなものを

⻑く愛⽤したい」という声に応える新しい定番シリーズです。  

華美な装飾をしないベーシックでも、Francfranc らしい楽しさを忘れないデザイン。 ⻑く使える品

質と 1,000 円台～ 3,000 円台を中心とした価格帯は、オンラインでのお求めやすさにこだわった 

Francfranc Std.の魅⼒のひとつです。 

 

※1：2021 年 4 月上旬より順次発売中。 

 

オンラインショップ 『Francfranc Std.（フランフラン・スタンダード）』特集ページ 

https://francfranc.com/blogs/feature/francfranc-std（４月 23 日（金）公開予定） 
 

 

Francfranc は創業以来、「⽣活を楽しく、豊かにするもの」で、暮らしをカラフルに彩るオリジナルアイ

テムを揃えてきました。 

⼀⽅で来店いただくお客様は幅広く、ベーシックを求められる声もありました。さらに集客⼒の⾼いオ

ンラインモールでのニーズに応えるため、オンラインに特化した Francfranc の新ラインとしてスタート

します。⻑く使えるシンプルデザインに Francfranc らしいトレンドを取り⼊れ、広いお客様に受け⼊れ

られる新しいスタンダードを⽬指します。 
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■Std.エプロン 

ユニセックスなサイズ感と、シンプルなデザインのロング丈エプロン。 

 

通気性と速乾性に優れ、肌触りが魅⼒のポリエステルコットン素材を使⽤したエプロンです。 

首紐は３段階のスナップボタンを使⽤し着脱と調節が簡単にできます。また腰紐は前結びも後ろ結びも

出来るよう⻑めの設計になっています。 

フロントに大きめのポケットと、薄手のタオルを掛けることができるタオルループが付いており、シン

プルで飽きのこないデザインなのでデイリーユースにおすすめです。 

 

 

 

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様、発売時期は変更される可能性がございます。 

  

    

    

【商品名】 Std.エプロン 

【カラー展開】グレー / ブラック 

【サイズ】フリーサイズ（着丈約 90cm・身幅約 86.5cm） 

【価格】\2,000 
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■Std.フェイスタオル・バスタオル 

吸水性に優れ肌触りの良い、清潔感のある理想的なタオル。 

 

約 130 年前に日本のタオル産業が発祥した地、大阪泉州地域で⽣産されたタオルです。泉州は良質な和

泉山脈の地下水に恵まれ、さらし・染色に最適な環境と知られています。 

フェイスタオル、バスタオルともに使い勝手のよいサイズ設計でシンプルなデザインとカラーなので、

どなたでも使いやすく贈り物にも適しています。 

 

 

※Std.フェイスタオル、Std.バスタオルは 5 月下旬より販売予定。 

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様、発売時期は変更される可能性がございます。 

  

   

    

【商品名】 Std.フェイスタオル 

【カラー展開】ホワイト / ダークブラウン / ダークグレー / ブ

ラックネイビー 

【サイズ】33cm×82cm 

【価格】\770 

【商品名】 Std.バスタオル 

【カラー展開】ホワイト / ダークブラウン / ダークグレー / ブ

ラックネイビー 

【サイズ】60cm×120cm 

【価格】\1,650 
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■Std.フレグランスディフューザー 

お部屋に馴染む、そっと寄り添ってくれるようなシンプルで優しい香り。 

 

お化粧水やお酒を⼊れる為に専⽤に作られた日本製の清潔感・透明感のあるボトルを使⽤し、地球に優

しい 100％再⽣紙を利⽤したクラフトボックスに⼊ったフレグランスディフューザーです。 

日本人に馴染みのある５種類の香りがお部屋を優しく包みます。 

 

 

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様、発売時期は変更される可能性がございます。 

  

   

     

【商品名】Std.フレグランスディフューザー 

【種類】RYOKUCHA / HINOKI / RINGO / YUZU / GETTOU 

【内容量】150ml 

【価格】\1,980 

RYOKUCHA 

HINOKI 

RINGO 

YUZU 

GETTOU 

：京都で丹精込めて育まれた宇治緑茶の心休まる香りに、白茶や竹が香る日本人に馴染みやすい香りをプラスしました。 

：東京多摩産の森林に⽣い茂る清々しい檜の香りに、沈丁花や白檀の香りをプラスしました。 

：青森産林檎の甘い蜜いっぱいのジューシーな香りに、ブラックカラントと薔薇のエキスをプラスしました。 

：太陽をいっぱいに浴びた⾼知県産柚子の香りに、レモンバーベナとピンクグレープフルーツが香ります。 

：南国に咲く沖縄産月桃の至福に溢れる香りに、ティーローズとエジプシャンローズ、ピオニーの華やかなお花の香り。 
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■Std.スリッパ 

シンプルでスマートなデザインながら、起毛した⽣地感の足あたりの良いスリッパ。 

 

柔らかすぎない低反発の中敷きに、しっかりと甲を包むソールに仕上げたスリッパです。 

ブランドマークを刺繍でワンポイント施し、主張し過ぎないシンプルなデザインなので、性別問わずど

なたでもお使いいただけます。室内で靴下を履いてご使⽤いただくことを考慮し、スマートながらゆっ

たりとした作りが特徴で来客⽤としても適しています。またご⾃宅でお洗濯が可能です。 

 

 

 

 

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様、発売時期は変更される可能性がございます。 

  

   

    

【商品名】 Std.スリッパ 

【カラー展開】グレー / ブラック 

【サイズ展開】M サイズ（内寸約 26cm）/ L サイズ（内寸約 28.5cm） 

【価格】\1,800 
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■Std.ピローケース・コンフォーターケース 

シンプルながら光沢感のある、贅沢なベッドリネン 

 

⽬の細かいコットンを使⽤した、ホテルライクな清潔感のある寝装品です。 

パイピング箇所も通常使⽤されるポリエステル素材ではなく、同素材のコットンを使⽤しました。 

柔らかな感触はコットン 100％だからこそ感じられる特別なものです。シンプルなデザインながら、贅沢

で上品なベッドルームを演出してくれます。 

 

 

 

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様、発売時期は変更される可能性がございます。 

  

   

    

【商品名】 Std.ピローケース・コンフォーターケース 

【カラー展開】グレー / ホワイト 

【サイズ展開・価格】ピローケース（50cm×70cm）\1,580 / 

 コンフォーターケース シングル \4,400/ コンフォーターケース 

セミダブル \5,500 / コンフォーターケース ダブル 6,600 
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■Std.ジュエリーケース・ジュエリーボックス 

お気に⼊りのアクセサリーを主役にして、飾るように収納できるジュエリーケース＆ボックス 

 

柔らかなグレイッシュアイボリーと、落ち着いたグレーのジュエリーケースとジュエリーボックスです。 

アイボリーは内側が優しいグレー、グレーは内側が女性らしい薄いピンクの組み合わせです。 

主張し過ぎない優しい色合いなので、お気に⼊りのアクセサリーを主役にして飾るように収納できます。 

 

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様、発売時期は変更される可能性がございます。 

  

   

    

【商品名】 Std.ジュエリーケース 

【カラー展開】グレー / アイボリー 

【サイズ・価格】S サイズ（D95 × W140 × H50cm）\1,500 

        M サイズ（D95 × W200 × H50cm）\2,600 

【商品名】 Std.ジュエリーボックス 

【カラー展開】グレー / アイボリー 

【サイズ・価格】S サイズ（D140 × W200 × H115cm）\4,600 

L サイズ（D170 × W250 × H135cm）\6,500 

    


