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Uber Eats 東京・神奈川・大阪で対象店舗拡大 

母の日のギフトも Uber Eats でお届け可能に 

「今すぐ欲しい」「今すぐ贈りたい」をサポート 
 

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）』は、Uber Eats Japan 合同会社（本社：東京都港区）が提

供するデリバリーサービス「Uber Eats（ウーバーイーツ）」を利用した、商品の配達サービスを 2020

年 11 月から、東京都内 3 店舗で開始しました（飲食を含まない小売業者としては日本初）。 

また、2021 年 2 月には仙台、心斎橋、博多の 3 店舗へ対象エリアを拡大し、全国の皆様の「今すぐ

欲しい」「今すぐ贈りたい」をサポートしてまいりました。 

2021 年 4 月 23 日（金）より東京・神奈川・大阪で対象店舗を拡大し、計 16 店舗体制へ。 

更に多くのお客様のご期待に応えてまいります。 
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サービス概要 

 

■現在サービス対象店舗 

Francfranc 青山店（東京都港区南青山 3-1-3 スプライン青山東急ビル 1F/2F） 

Francfranc 新宿サザンテラス店（東京都渋谷区代々木 2-2-1 新宿サザンテラス内） 

Francfranc 自由が丘店（東京都世田谷区奥沢 5-26-16 自由が丘マスト 3F） 

Francfranc 仙台店（宮城県仙台市青葉区一番町 3-6-1 一番町平和ビル 1F/2F） 

Francfranc 心斎橋パルコ店（大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-8-3 心斎橋パルコ 9F 01 区画） 

Francfranc キャナルシティ博多店（福岡県福岡市博多区祇園町 9 番 2 号キャナルシティ博多イース

トビル 2-3F） 

 

■2021 年 4 月 23 日（金）より追加導入店舗 

Francfranc 池袋パルコ店（東京都豊島区南池袋 1-28-2 池袋パルコ 5F） 

Francfranc ルミネ北千住店（東京都足立区千住旭町 42-2 ルミネ北千住 7F） 

Francfranc ルミネ荻窪店（東京都杉並区上荻 1-7-1 ルミネ荻窪 4F） 

Francfranc 葛西店（東京都江戸川区東葛西 9-3-3 アリオ葛西 1F） 

Francfranc 亀有店（東京都葛飾区亀有 3-49-3 アリオ亀有アリオモール 2F） 

Francfranc 相模大野ステーションスクエア店（神奈川県相模原市南区相模大野 3-8-1 相模大野ステ

ーションスクエア B 館 4F） 

Francfranc ノースポートモール店（神奈川県横浜市都筑区中川中央 1-25-1 ノースポートモール 2F 

202 区画） 

Francfranc 青葉台東急スクエア店（神奈川県横浜市青葉区青葉台 2-1-1 青葉台東急スクエア 

South-1 本館 1F） 

Francfranc なんばパークス店（大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 5F） 

Francfranc くずはモール店（大阪府枚方市楠葉花園町 15-1 くずはモール本館 3F） 

 

 

お取り扱い SKU ：約 155SKU
※1 

お取り扱い商品 ：キッチン雑貨、バス・美容、生活家電、インテリアクッションなど 

 

※1：取り扱いアイテムおよびアイテム数は変更する可能性がございます。 
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5 月 12 日（水）までの期間限定 Uber Eats だけの母の日におすすめのギフトセット 

エプロンと人気アイテムのセット 

 

お料理中やメイク中も大活躍のフレ ハンディファンセットも登場 

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。 

※店舗ごとに在庫状況が異なります。各店舗の在庫状況によりお取り扱いがない場合もございます。 

   

      

【セット内容】 

オージャス フルエプロン グレー / バロッ

トハンカチ モダンレース グレー 

 

【Uber Eats 価格】\7,800 

【セット内容】 

テキストプリント フルエプロン ブラック 

/ シュシュ ミニボトル 140ml フラワー 

ホワイト 

【Uber Eats 価格】\5,500 

【セット内容】 

ボタニカル コットン フルエプロン グレ

ー / エルヴェラ ローズ プチ ピンク 

 

【Uber Eats 価格】\5,000 

   

【セット内容】 

フレ ハンディファン ピンク / エルヴェラ 

フラワー バスフレグランス ピンク 

 

【Uber Eats 価格】\5,000 

【セット内容】 

フレ ハンディファン ミント / エルヴェ

ラ ローズ プチ パープル 

 

【Uber Eats 価格】\3,800 

【セット内容】 

ルフティー ハンドソープ L ホワイト 

（ホワイトサボン）/ アリシア フェイス

タオル ホワイト 

【Uber Eats 価格】\3,500 

   

【セット内容】 

フタ付き ステンレスマグ フラワー320ml 

ホワイト / ルフティー ハンドクリーム S 

ホワイト（ホワイトサボン） 

【Uber Eats 価格】\3,000 
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母の日ギフトの定番 Uber Eats で購入できるエプロン 

この春の新作やロングセラーもラインナップ 

 

Uber Eat で購入できる Francfranc ギフトアイテム人気ランキング BEST５ 

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。 

※店舗ごとに在庫状況が異なります。各店舗の在庫状況によりお取り扱いがない場合もございます。 

     

【商品名】 

シルエ  フルエプロン 

ピンク 

【Uber Eats 価格】 

￥7,805 

【商品名】 

フレアフリル フルエプ

ロン ピンク 

【Uber Eats 価格】 

￥7,805 

【商品名】 

ストライプリボン フル

エプロン ブラック 

【Uber Eats 価格】 

￥7,805 

【商品名】 

ロゴ フルエプロン ブ

ラック 

【Uber Eats 価格】 

￥4,878 

【商品名】 

ミニフリル フルエプロ

ン ピンク 

【Uber Eats 価格】 

￥4,553 

第 1位 第 2位 第 3位 

【シリーズ名】シュシュ ミニボトル 140ml  

【カラー展開】フラワー ピンク / リリア / 

キャット 

【Uber Eats 価格】\1,626 

【シリーズ名】マリオン マグ 

【カラー展開】ピンク / ホワイト 

 

【Uber Eats 価格】\1,626 

【シリーズ名】ペリグリ キャットフェイ

ス アイピロー 

【カラー展開】ライトピンク / ブラック 

【Uber Eats 価格】\1,951 

極小サイズのステンレスボトルです。ミニバ

ッグでおでかけの際や、通勤中など、様々な

シーンで使える便利なサイズです。 

木のフタがついた、マットな質感の釉薬で

仕上げたマグです。木のフタはコースター

としてもお使いいただけます。 

電子レンジで温めたり、冷蔵庫・冷凍庫で

冷やしたりして使用する猫モチーフの目

元用ピローです。 

第 4位 第 5位  

【シリーズ名】ルースト サーモタンブラー 

【カラー展開】ピンク / フラワー / グレー 

 

【Uber Eats 価格】\1,951 

【シリーズ名】ブロンシュ LED コンパク

トミラー 

【カラー展開】ホワイト / ブラック 

【Uber Eats 価格】\1,951 

 

コンビニコーヒーなどを、カップごと入れら

れる真空二重構造のステンレスカップです。  

直接飲み物を入れても使える 2way 仕様で

す。 

調光できるコンパクトタイプの LED ミラ

ーです。通常のミラーと 5 倍の拡大鏡の 2

種類で巾着袋付きなので持ち運びに便利で

す。 

 


