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持ち歩ける小型扇風機「フレ ハンディファ

ン」POP UP SHOP 

横浜ジョイナス１F に期間限定オープン 

7 月 30 日（金）～ 8 月 11 日（水）13 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 30 日（金）～ 8 月 11 日（水）の期間

中『横浜ジョイナス（神奈川県横浜市）』 １F エスカレーター柱前催事スペースにて持ち歩ける小型

扇風機「フレ ハンディファン」の POP UP SHOP をオープンいたします。 

人気のオーロラカラーも POP UP SHOP では特別に最終入荷が決定。大人気の「フレ ハンディファ

ン」をこの夏ゲットできる最後のチャンスです。 

 

『フレ ハンディファン』特集ページ 

https://francfranc.com/blogs/feature/frais2021（公開中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://francfranc.com/blogs/feature/frais2021
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２０２１年モデルの「フレ ハンディファン」をはじめ、今年新作の「フレ ネックファ

ン」など「フレ ポータブルファン」シリーズをラインナップ 

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「フレ ポータブルファ

ン」シリーズをラインナップ。また、ハンディファン専用回転スタンドやマルチストラップなどお好

みにカスタマイズできるアクセサリーを揃えた充実のラインナップです。 

 

【展開アイテム一覧】 

 

 

 

コードレスで卓上でも使える２WAYタイプなのでおうちの中でも様々なシーンで大活躍 

※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。

2021年モデルは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。 

【商品名】フレ ハンディファン 

【価格】￥1,980 

【カラー】ソリッドカラー4 色展開 

     マーブルカラー1 色展開 

  

 

トレンドのオーロラカラーで特別感がア

ップ。Francfranc オリジナルのスペシャ

ルカラーがこの夏新登場です。 

光によって表情がかわるオーロラカラー

はずっと眺めていたくなる可愛さです。 

※オーロラは抗菌仕様ではございません。 

【商品名】フレ ハンディファン オーロラ 

【価格】￥2,480 

【カラー】2 色展開 

 

 

 フレ ハンディファン専用の回転スタンド

です。扇風機の風が直接あたり続けるのが

苦手な方や、デスクでの使用におすすめで

す。USB ケーブルにつないでお使いいた

だけます。 

【商品名】フレ ハンディファン 回転スタ

ンド 

【価格】￥1,200 

【カラー】4 色展開 

■お料理中の暑さ対策に 

 

■メイク中の汗対策に 

 

■デスクワークも快適に 

 

■涼しく快眠をサポート 

 



 2021.7.27 Francfranc Press Release  3 / 4 

〔報道関係のお問い合わせ〕株式会社 Francfranc PR 担当 湧井 敦未・萩野谷 麻里・河田 真子 

〒107-0061 東京都港区北青山 3-5-12 Tel:03-6384-5730 Fax:03-3475-7082 Mail:press@francfranc.co.jp 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。クルっと丸

まる仕様なので使わないときはバッグの

取っ手などにひっかけておくことができ

ます。 

【商品名】フレ ネックファン 

【価格】￥2,980 

【カラー】4 色展開 

  クリップとストラップが付属されたミニ

ファンです。重さはわずか 60g（たまご 1

個分）の最軽量。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

欲しいところに挟むことができます。 

【商品名】フレ ミニファン 

【価格】￥1,480 

【カラー】4 色展開 

  スマホサイズで持ち運びやすいキャリー

ファンです。カラビナ一体型なのでかけて

持ち歩くことができます。また、スタンド

付きで卓上でもお使いいただけます。風量

は昨年よりも 15％UP。置き型ファンとし

てもしっかり風を感じることができます。 

【商品名】フレ キャリーファン 

【価格】￥1,680 

【カラー】4 色展開 

  フレシリーズのファンに取り付けられる

ネックストラップです。 

Francfranc のロゴをさりげなく施して、

どんなファッションにも合わせやすいシ

ンプルなデザインに仕上げました。 

金具をつなげてマルチストラップとして

も使用できます。 

【商品名】マルチストラップ 

【価格】￥980 

【カラー】4 色展開 



 2021.7.27 Francfranc Press Release  4 / 4 

〔報道関係のお問い合わせ〕株式会社 Francfranc PR 担当 湧井 敦未・萩野谷 麻里・河田 真子 

〒107-0061 東京都港区北青山 3-5-12 Tel:03-6384-5730 Fax:03-3475-7082 Mail:press@francfranc.co.jp 

 

 

「フレ ポータブルファン」専用のショッピングバッグをプレゼント！ 

期間中、対象商品をお買い上げいただくと、専用のショッピングバッグをもれなくプレゼント！ 

※対象商品 1 点につき 1 枚プレゼントいたします。無くなり次第終了です。 

 

＜対象商品＞ 

ハンディファン各種、キャリーファン各種、ミニファン各種、ネックファン各種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ジョイナス POP UP SHOP 概要 

※ハンディファンは無くなり次第終了、また予告なく他商品に変更する場合がございます。 

※POP UP SHOP 直通のお電話はございません。3F 店舗へのお問い合わせや予約、取り置きは出来かねます。 

  

実施期間 ： 2021 年 7 月 30 日（金）～ 8 月 11 日（水） 

場所 ： 横浜ジョイナス（神奈川県横浜市） 

営業時間 ： 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、横浜ジョイナスホームページをご確認ください） 

取り扱い SKU ： 約 27SKU 


