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アミュプラザ長崎 POP UP SHOP 

オンラインショップへの送客を目指して 

実店舗をコンパクトに体験できる催事開催 

7 月 1 日（木）～ 7 月 19 日（月）19 日間開催 
 

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、2021 年 7 月 1 日（木）～ 7 月 19 日（月）の期間中

『アミュプラザ長崎（長崎県長崎市）』 3階催事スペースにてPOP UP SHOPをオープンいたします。 

人気の「フレ ハンディファン」や「ルースト サーモタンブラー」など雑貨を中心に、約 230 アイテ

ムを展開。また、オンラインショップ限定の「Francfranc Std.（フランフラン・スタンダード）」シ

リーズも展示し※1、実際の触り心地や香りなど体験することができます。 

 

※1：「Francfranc Std.（フランフラン・スタンダード）」シリーズはオンラインのみの販売となります。 
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「フレ ハンディファン」や「ルースト サーモタンブラー」など夏におすすめの新作を

ラインナップ 

今年から抗菌仕様にリニューアルし、カラーバリエーションも増えた人気の「フレ ハンディファン」

をはじめ、昨年好評で早期完売してしまった「フレ ミニファン」や 2021 年から仲間入りした「フ

レ ネックファン」など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ポータブルファン

が充実のランナップ。また、コンビニコーヒーをカップごと保温・保冷できる真空二重構造の「ルー

スト サーモタンブラー」もこの夏トレンドのカラーや新柄が登場。新たにペットボトルホルダーも

加わり充実のラインナップです。 

 

【展開アイテム一例】 

 

 

※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。 

  

 

 

 

卓上でも持ち歩きでも使える 2WAY タイプ

の USB 充電式ハンディファンです。パワフ

ルな風量と静音性はそのままに安心の抗菌

仕様にリニューアル。強力な 5 段階の風+リ

ズム風で 6 通りの風量が選べます。 

羽が見えないデザインなので髪の毛が絡ま

る心配がなく、女性でも使いやすいネック

ファンです。風量は 3 段階調節が可能で手

動で風向の調節もできます。 

クリップとストラップが付属されたミニ

ファンです。クリップの部分を改良し昨年

よりも挟みやすくなりました。傘やパソコ

ン、バッグパックのハンドル部分など欲し

いところに挟めます。 

【商品名】フレ ハンディファン 

【価格】￥1,980 

【カラー】8 色展開 

【商品名】フレ ネックファン 

【価格】￥2,980 

【カラー】4 色展開 

【商品名】フレ ミニファン 

【価格】￥1,480 

【カラー】4 色展開 

   

テイクアウトしたドリンクやコンビニコー

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に今年のトレンド

を取り入れた新柄がこの夏新登場。直接飲み

物を入れてもお使いいただけます。 

専用のフタとハンドル付きスリーブがつい

たセットが新登場。腕にかけて持ち歩ける

便利なハンドルつきで両手がふさがらない

ので手指をアルコール消毒する時もストレ

スフリーなのが嬉しいポイントです。 

ペットボトルをそのまま入れるだけでひ

んやり感を長時間キープしてくれる、真空

二重構造のペットボトルホルダーです。 

※サイズの合うペットボトルをご利用く

ださい 

【商品名】ルースト サーモタンブラーM 

【価格】￥1,200 

【カラー】6 色展開 

【商品名】ルースト サーモタンブラーセッ

ト 

【価格】\2,000 

【カラー】3 色展開 

【商品名】ルースト サーモペットボトル

ホルダー 

【価格】￥1,600 

【カラー】3 色展開 
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Francfrancの世界観が楽しめる、人気アイテムも販売 

SNS で話題の「オパール シェル」シリーズや「ストレート ダブルウォール グラス」をはじめ、 

発売後、欠品してしまうほど人気だった「カラン フロアチェア」など人気のアイテムもラインナッ

プ。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】 

 

 

※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。 

 

 

 

   

プレートを貝殻に、マグをパールに見立てた

映えるマグ＆プレートセットです。おうちカ

フェも手軽に夏仕様にチェンジ。パッケージ

にもこだわり、ギフトにもおすすめです。 

内部に空気を含むダブルウォールグラスは

外気による温度変化を防ぐことでお好みの

温度をキープしてくれます。冷たい飲み物

は結露しにくく、温かい飲み物は熱くなり

すぎず適温を保つことができます。 

どんなお部屋にもしっくりなじむ、できる

だけシンプルに仕上げたナチュラルテイ

ストのリードディフューザーです。トレン

ドの韓国インテリアにもマッチするこだ

わりデザインがポイントです。 

【商品名】オパールシェル マグ＆プレート 

【価格】￥2,000 

【カラー】4 色展開 

【商品名】ストレート ダブルウォールグ

ラス 

【価格】￥1,000 

【カラー】4 色展開 

【商品名】シャルー ルームフレグランス 

ウッド／マット 

【価格】￥3,800 

【カラー】ウッド 1 色／マット３色展開 

   

コンパクトに収納でき、インテリアとしても

素敵なデザインに仕上げたメイクボックス

です。ライトの切り替え・調光も可能で憧れ

の女優気分でメイクを楽しむことができま

す。 

Francfranc ならではのフリルが可愛いコ

ンパクトサイズの座椅子です。フェミニン

な印象の起毛生地のフリルがポイントで

す。背もたれは 14 段階調整可能なので、

好みの角度にこまかく調整できます。 

 

【商品名】ヴァリーズ ハリウッド ボックス 

Ｓ 

【価格】￥28,000 

【カラー】3 色展開 

【商品名】カラン フロアチェア 

【価格】￥4,980 

【カラー】４色展開 
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『Francfranc Std.（フランフラン・スタンダード）』のご紹介 

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

長く愛用したい」という声に応えるオンラインショップ限定のシリーズです。 

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が魅力的なアイテ

ムが揃います。タオルの肌触りやこだわりのフレグランスの香りなどが体験できます。 

※「Francfranc Std.（フランフラン・スタンダード）」シリーズはオンラインのみの販売となります。 

 

 

 

 

アミュプラザ長崎 POP UP SHOP 概要 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

実施期間 ： 2021 年 7 月 1 日（木）～ 7 月 20 日（火） 

場所 ： アミュプラザ長崎 3F 中央エスカレーター横催事場（長崎県長崎市尾上町 1-1） 

営業時間 ： 平日  10:00～20:00 

※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、アミュプラザ長崎ホームページをご確認ください） 

取り扱い SKU ： 約 230 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（マグ、バッグなど） 

インテリア（クッションカバー、フロアチェアなど） 
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期間中キャンペーンのご案内 

 

■お買い上げ特典 

商品をお買い上げで、いくつあっても嬉しいキッチンスポンジを数量限定でプレゼント！ 

※プレゼント商品は変更になる可能性がございます。※先着順でお渡しいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

■アプリ入会特典 

Francfranc アプリご入会のうえ、アミュプラザ長崎店フォローで後日オンラインショップで使える

クーポンをプレゼント！ 

※後日アプリにて配信いたします。 

 

  

 


