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2021 Autumn＆Winter – 2022 Spring＆Summer Collection 

「Eccentric Museum（エキセントリック ミュー

ジアム）」を 8 月 6 日（金）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、2021 年 8 月 6 日（金）より全国の Francfranc 店舗※1、

Francfranc オンラインショップにて 2021 年 Autumn & Winter から 2022 年 Spring & Summer の 1

年を通したコレクション『Eccentric Museum（エキセントリック ミュージアム）』を展開します。 

 

Francfranc は皆様に支えられ 2022 年 7 月にブランド創立 30 周年を迎えます。 

今年の秋から来年の春夏シーズンにかけてファッションブランド『ANNA SUI

（アナ スイ）』とのコラボレーションをリリース。インテリアカテゴリーとの

コラボレーションは世界初でありアニバーサリーイヤーを盛り上げます。30 周

年を締めくくる 2022 年クリスマスにもスペシャルな企画をご用意。今年から

スタートするアニバーサリーイヤーにご期待ください。 

 

Eccentric Museum Collection 特集ページ 

https://francfranc.com/blogs/feature/2021-autumn-winter（8 月 6 日（金）公開予定） 

※1： 8 月 6 日（金）立上は全国 44 店舗。また Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。 

 

2021 年 Autumn & Winter から 2022 年 Spring & 

Summer の 1 年を通したシーズナルコレクショ

ンのテーマは『Eccentric Museum（エキセント

リック ミュージアム）』。 

イギリス貴族の末裔であるオーナーが、ニューヨ

ークのハイライン沿いにある古い食肉工場を改

装し設立した架空の博物館が舞台です。 

 

過去の遺産や伝統を学び敬意を払いつつ、最新の

世界情勢やトレンドやカルチャー、アートを評価

し取り入れた、伝統とモダンを融合させた奇妙な

博物館の世界観を提案します。 

対極なカルチャーの融合、伝統的で手間のかかる

技法と最新のテクノロジーのミクスチャーなど、

既存の枠に囚われない自由な発想で Francfranc

らしい新しいインテリアの世界観を提案します。 
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クッションカバー・インテリアクッション 

 

アートボード＆オブジェ・壁紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

 

 

   

名画「真珠の耳飾りの少女」をモ

チーフにストリートアートをイメ

ージし大胆なペイント柄を施した

モダンなデザインです。 

 

光沢感のある生地にゴールドのダ

マスク柄が華やかなデザインで

す。 

中世ヨーロッパの肖像画にゴール

ドでプリントを施したモダンなデ

ザインです。 

ブラックの生地をベースにゴール

ド糸で贅沢に刺繍を施した高級感

のあるデザインです。 

【商品名】アート PT-165 マルチ 

 

【価格】￥3,500 

【商品名】ダマスク PT‐121 ダー

クパープル×ゴールド 

【価格】￥3,000 

【商品名】ポートレート PT-A145 

マルチ 

【価格】￥3,500 

【商品名】EMB フレーム‐B‐148 

ブラック×ゴールド 

【価格】￥5,500 

 

 

 

 

   

油彩で描かれた花を大胆にプリン

トした華やかなデザインです。 

孔雀の剥製のような色味を手触り

の良いフェイクファーでリアルに

表現した華やかなデザインです。 

ステッチを施したことで生まれる

立体的なウェーブによりサテン生

地の艶感が美しく表現されたデザ

インです。 

 

きのこ・アンモナイトを模したユ

ニークなモチーフクッションで

す。独特な形状と色合いがテーマ

の世界観を引き立てます。 

【商品名】フラワーP PT-151 マル

チ 

【価格】￥3,000 

【商品名】ファー‐L‐155 マルチ 

 

【価格】￥5,000 

【商品名】サテンウェーブ‐161 グ

リーン（25cm×40cm） 

【価格】￥3,500 

【商品名】シャンピニオンクッシ

ョン / アンモナイトクッション 

【価格】各￥2,500 

   

クラッシックな雰囲気のアートに現代アートワークを組み合わせた遊び

心溢れるキャンパスアートボードです。 

【商品名】ミュージアム アートボード A / B / C 

【価格】￥2,000 

    

ハンドモチーフとボディモチーフのオブ

ジェです。お部屋をモダンな印象にして

くれます。 

貼って剥がせるタイプの壁

紙です。お部屋全体だけで

なくアクセントにも。 

【商品名】ハンド オブジェ（ホワイト / 

ゴールド）/ ボディオブジェ ホワイト 

【価格】ハンド オブジェ：各￥2,000 / ボ

ディオブジェ：￥2,500 

【商品名】ウォールペーパ

ーヴィンテージミックス 

バタフライ ネイビー 

【価格】￥2,800 
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インテリアアクセサリー・フレグランス 

 

ジュエリーボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

          

ストライプにクリア感のあるカラ

ーリングがポイントのフラワーベ

ースです。 

ゴールドリムとくねっとしたフォ

ルムがアクセントのオブジェのよ

うなフラワーベースです。 

秋らしいカラーリングとアクセントになるブルーグレーの大ぶりのアー

トプランツは一気にお部屋を華やかにしてくれます。お手入れ要らずで

どこでも飾ることができて季節を楽しめる便利なアイテムです。 

【商品名】ストライプ フラワーベ

ース  

【カラー】イエローグレー/ブルー 

【価格】￥3,500 

【商品名】ゴールドリム ストライ

プ フラワーベース 

【カラー】パープル / グレー 

【価格】￥2,500 

【商品名】アートプランツ 

【種類・カラー】カンパニュラ ブルー×パープル / アロエ ブルーグレ

ー / リーフ パープル・イエロー / パンパス ブルーグレー・ネイビー 

【価格】￥1,000 

      

標本のような色とりどりのドライ

フラワーが特徴のハーバリウムで

す。 

人気のクラフトルシリーズに新作

が登場。パンパスを挿しこんだ季

節感あるフレグランスです。 

 

【商品名】エキセントリック ハー

バリウム 

【カラー】ピンク / ホワイト / ネ

イビー 

【価格】￥2,000 

【商品名】クラフトル ルームフレ

グランス ブラウン（ブラックカラ

ント＆アンバー） 

 

【価格】￥3,800 

 

    

  

くすみカラーのストライプベロアにべっ甲のパーツを合わせたトレンド

感あるジュエリーボックスシリーズです。 

内側は部屋が分かれており、たくさんのジュエリーを収納できます。 

インテリアのアクセントとしてお使いいただける見せるタイプの収納ボ

ックスです。 

 

【シリーズ名】ストライプベロア シリーズ 

【カラー】ピンク / ブルー 

【種類・価格】※左上から 

トラベルジュエリーボックス S ：￥1,800 /  

            ジュエリーボックス S ：￥6,000 / ジュエリーボックス 

L：￥8,500 
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テーブル・ダイニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラシカルな花柄を、色の濃淡で繊細に表現したセラミックシリーズで

す。プレートの特徴的な形状を、マグやカップ＆ソーサー、ボウルにも

取り入れているのでシリーズでお使いいただくことで華やかな食卓を演

出できます。見栄えだけでなく、料理が映えるように余白と柄のバラン

スが計算された実用性も兼ね備えたシリーズです。 

 

【シリーズ名】クラシックフラワー シリーズ 

【カラー】※左上から レッド / ブルー / ブラック 

【種類・価格】ボウル：￥900 / プレート M：￥1,000 

            プレート L：￥1,400 / ティーポット：￥2,200 

            カップ＆ソーサー：￥1,400 / マグ：￥900 

      

溝のある形状と落ち着いたカラーリングで雰囲気のあるグラスシリーズ

です。特別なシーンでも普段使いでも食卓に馴染みやすく、テーブルコ

ーディネートのアクセントにもなります。 

 

【シリーズ名】ストライプ シリーズ 

【カラー】ピンク / グレー 

【種類・価格】タンブラー：￥700 / ワイングラス：￥1,200 / シャンパ

ングラス：￥1,200 

 

  

起毛素材で四隅のタッセルがポイントの食卓が華やかになるランチマッ

トです。 

 

【商品名】ベロア タッセル付きランチマット 

【カラー】レッド / ブルー 

【価格】￥1,500 
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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。8 月 6 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。 

今回は、80 年代の往年の名曲と最新ワールドヒットなどの名曲をカバーし、エキセントリックミュージ

アムの不思議なアレンジ感を纏い生まれ変わった 15 曲をラインアップ。国内外の実力派シンガーが歌唱

し、全て国内ヒットプロデューサーたちによるリアレンジ新録で収録しています。 

※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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

時代の変わり目や価値観の変遷の渦中において、人々の心の中には沢山の混沌や混濁があります。 

そしてその先に明るいビジョンがきっとある、と信じて。 

今まさに世界中の人々に沸き起こる心情・進化の過程にあるカオスが、POP アートや音楽にも少し現れ

ているように感じます。芸術的カオスと秋の夜長を「Eccentric Museum」（エキセントリックミュージア

ム）にてお楽しみいただけたらと存じます。 

 

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。後にシェネルがカバーし、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 

※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。 

タイトル ： Francfranc Presents Eccentric Museum 

収録曲 ： 全 15 曲 

発売日・配信日 ： 2021 年 8 月 6 日（金）： 

Francfranc 店舗先行発売
※1、Spotify 先行配信 

2021 年 9 月 15 日（水）： 

CD 一般店発売・Spotify 以外の配信サイトより配信

開始 

価格 ： ¥2,017 

https://spoti.fi/2LJj968

