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2021 Autumn＆Winter – 2022 Spring＆Summer  

ファッションブランド ANNA SUI とコラボ

「ANNA SUI HOME Francfranc」を 

9 月 3 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）』は、世界的なファッションブランド『ANNA SUI（アナ スイ）』

とコラボレーションした商品シリーズ「ANNA SUI HOME Francfranc」を 2021 年 9 月 3 日（金）よ

り全国の Francfranc 店舗※1、Francfranc オンラインショップにて展開します。 

 

※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。 

 

ANNA SUI HOME Francfranc 特集ページ 

https://francfranc.com/blogs/feature/annasui_home（8 月 24 日（火）公開予定） 

ANNA SUI とインテリアショップのコラボレーションは世界初の取り組みとなります。 

2022 年 7 月に Francfranc 創立 30 周年となるアニバーサリーイヤーを迎えるにあたり、今年の秋か

ら来年の春夏シーズンにかけたスペシャルなコラボレーションです。デビューとなる秋冬シーズンは、

お部屋のメインになる家具やラグ、インテリアオブジェのようなフレグランスやキャンドル、 

ANNA SUI のアクセサリーを入れたくなるジュエリーボックス、貼って剥がせるウォールペーパーや

ギフトにもおすすめのマグカップやミニプレートなど全 47 SKU をラインアップしました。 
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家具・ラグ 

 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【商品名】ソファ 2 シータ― ダークレッド 

【価格】 ￥149,000  

【商品名】 ソファ 1 シータ― ダークレッド 

【価格】  ￥79,000  

【商品名】オットマン ダークレッド 

【価格】 ￥39,000  

ANNA SUI らしい美しく曲線的な形状に、上品で肌触りのよいベルベット生地を使用した特別感溢れるシリーズです。深みのあるダーク

レッドとアクセントのゴールドスタッズが個性的な、今回のコラボレーションを象徴する華やかな仕上がりとなっています。ソファは座

り心地にもこだわり、2 シーター/1 シーターともにゆったりとくつろげるサイズ感です。※全て 9 月上旬入荷予定 

 

 

 

 

 

 

 

  

【商品名】サイドテーブル ブラック 

【価格】 ￥39,000 

【商品名】ラグ M （140cm×200cm） 

ダークパープル 

【価格】 ￥35,000 

 

 

曲線的な脚部とゴールドスタッズの装飾が

個性的な ANNA SUI の世界観を凝縮したデ

ザインのサイドテーブルです。ポイントに小

さなロゴプレートをあしらい、コラボならで

はの特別感を演出します。 

装飾的な草木柄のデザインが存在感のあるラ

グマットです。クッションや家具を囲う額縁の

ような存在として ANNA SUI HOME のインテ

リアを彩ります。 
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ファブリック 

 

 

ウォールペーパー 

※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。 

    

【商品名】クッションカバー ロゴ パープル / レトロフラワー 

ベージュ 

【価格】 各：￥5,000 

【商品名】クッションカバー フラワー 

【種類】 マルチ / ブラック×ゴールド 

【価格】 各：￥5,000 

艶感のあるベロア生地に、ボリュームのあるフリンジを施した高

級感のあるクッションカバーです。パープルはインパクトのある

ロゴデザイン、ベージュは幾何学的でレトロな印象のフラワー柄

を全面にプリントしています。 

ベルベッド生地に溢れるような花模様を刺繍したクッションカバ

ーです。華やかなマルチカラーと、ゴージャスなゴールドカラー

からお選びいただけます。※初回先行立上店舗のみで展開、9 月中

旬より全店展開予定 

 

 

 

 

 

 

 

  

【商品名】まくらカバー フラワーマルチ 

【価格】 ￥4,000 

【商品名】掛け布団カバー フラワーマルチ 

【価格】 シングル：￥15,000 

     セミダブル：￥16,000 

     ダブル：￥17,000 

【商品名】クッションΦ50 パープル 

【価格】 ￥5,800 

Francfranc では定番のフリル仕様の寝具に ANNA SUI コレクションのテキスタイルから 4

柄を組み合わせてプリントした、個性的で華やかな寝具シリーズです。大振りな裾のフレア

フリルにそれぞれ異なったプリントを施すことで、奥行き感のあるデザインとなっていま

す。ANNA SUIの世界観にたっぷり浸ることができる寝室を演出します。 

柔らかな座り心地にこだわった、 

ANNA SUI らしいカラーリングが印象的

なフロアクッションです。豪華なフリンジ

とボリュームのある形状でお部屋をゴー

ジャスに彩ります。 

    

【商品名】リムーバブル ウォールペーパー 

【種類】 フラワーパープル / フラワーピンク / 

スワンブラック 

【価格】 各：3,200 

貼って剥がせるシールタイプのウォールペーパーです。その日の

気分次第で簡単に張り替えができて、ANNA SUI の世界観を手軽

にインテリアに取り入れる事が出来ます。また、スワンブラック

柄は ANNA SUI のブティックで使用されている壁紙と同デザイン

です。一枚貼るだけで、ご自宅でブティックの雰囲気を再現いた

だけるところが魅力です。 
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ファッションアイテム 

 

 

※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。 

 

 

 

   

【商品名】ルームウェア ネイビー 

【サイズ】トップス：着丈 70 ㎝ 身幅 56 ㎝ / パンツ：丈 90 ㎝ ウエスト 64 ㎝  

【価格】 ￥10,000 

【商品名】ルームシューズ 

【種類】 ネイビー / ブラック 

【価格】 各：￥4,000 

ANNA SUI のプリントが全面に施されたルームウェアです。ベロアのボウタイやレースが

施されたベルスリーブなど細部までこだわったおうち時間も楽しんでいただける一着で

す。同柄の巾着バッグ付き。 

巾着と同じバラの刺繍を大胆に施したル

ームシューズです。足首にかかるリボンベ

ルトが、足を華奢にみせてくれます。 

    

【商品名】巾着バッグ 

【種類】 ネイビー / ブラック / レッド / ピンク 

【価格】 各：￥3,000 

バラの刺繍を贅沢に全面に施した巾着バッグです。裾からのぞくサテンと、サテンに色を

合わせた大振りなタッセルの付いたロープでコーディネートを華やかにしてくれます。取

っ手を使って手持ちするだけでなく、巾着の口を結んでいる紐をほどけば肩掛けもしてい

ただけます。小ぶりですが、お財布やスマホ、ハンカチや除菌ジェルなど衛生アイテムな

どラクラク収納できます。 
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ジュエリー・マルチボックス 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【商品名】トラベルジュエリーボックス 

【種類】 ダークレッド / ブラック 

【価格】 各：￥2,500 

【商品名】ジュエリーボックス S 

【種類】 ダークレッド / ブラック 

【価格】 各：￥7,500 

【商品名】ジュエリーボックス L 

【種類】 ダークレッド / ブラック 

【価格】 各：￥10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【商品名】マルチボックス 

【種類】 ダークレッド / ブラック 

【価格】 各：￥9,500 

  

 

ANNA SUI シリーズのスタッズ付き家具から着想を得たデザインのジュエリー・マルチボックスです。スタッズに合わせたメタルパー

ツやロゴプレートが高級感をさらに引き立てます。内側には ANNA SUI オリジナルのプリント柄を施していて、開けたときに華やかな

デザインが特徴です。デザインだけでなく収納力も抜群なので、ジュエリーだけでなく時計など身の回り品も一緒に収納することがで

きます。マルチボックスはかさばり易い化粧水などのスキンケアアイテムも、綺麗に使いやすい形で収納可能でミラーも 3 段階の角度

に調整することができます。 
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ルームフレグランス・キャンドル 

 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【商品名】ルームフレグランス 

【種類】 ブラック / ゴールド / ホワイト 

【価格】 各：￥4,800 

ANNA SUI の香水をイメージし、オリジナルの形にアレンジしたルームフレグランスです。花の部分は長く美しい状態のままお使いい

ただけるように造花を使用しています。ブラックは ANNA SUI の代表的な香水をオマージュしたローズの香り、ゴールドはスパイシ

ーなローズの香り、ホワイトは甘みのあるローズの香りに仕上げました。※ブラックは 10 月下旬、ゴールド・ホワイトは 11 月下旬入

荷予定 

 

 

 

 

 

 

 

  

【商品名】キャンドル 

【種類】 ブラック / ゴールド / ホワイト 

【価格】 各：￥3,800 

ANNA SUI のデザインをプリントしたセラミック容器に入ったキャンドルです。ロゴの入ったドーム型のキャンドルカバーと土台付き

で高級感あるアイテムです。カバーは埃からキャンドルを守り、香らせたくない時は香りをシャットダウンしてくれます。 

ルームフレグランスと同様の香りでANNA SUIの香水をオマージュした香りやオリジナルのローズ香りにつつまれたリラックス空間を

演出できます。※9 月上旬入荷予定 
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テーブルウェア 

 

 

※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。 

    

【商品名】フタ付きマグ 

フラワー ピンク 

【価格】￥2,200 

【商品名】フタ付きマグ 

     フラワー ブルー 

【価格】￥2,200 

【商品名】フタ付きマグ レース

フラワー レッド 

【価格】 ￥2,200 

【商品名】フタ付きマグ レトロ

フラワー ベージュ 

【価格】 ￥2,200 

    

【商品名】フタ付きマグ ロゴ 

     パープル 

【価格】 ￥2,200 

【商品名】フタ付きマグ ストア 

     ピンク 

【価格】 ￥2,200 

  

ANNA SUI のアイコニックな蝶やバラのモチーフを立体で取り入れたフタに、ANNA SUI のストアデザインや花柄のデザインのマグが

キャッチーなフタ付きマグです。それぞれのマグで使用しているデザインを取り入れた、こだわりのパッケージもポイントでギフトに

もおすすめです。※9 月中旬入荷予定 

   

【商品名】ティーフォーワン 

【種類】 パープル / グリーン 

【価格】 各：￥5,000 

ティーポットとカップ＆ソーサーに違う柄を組み合わせ、ANNA 

SUI の世界観を表現したアイテムです。重ねた時も、それぞれ単体

で使用した時もデザインの素敵さが出せるように柄の配置にこだ

わりました。※9 月中旬入荷予定 

  

【商品名】ミニプレートセット  

【価格】 ￥3,000 

ANNA SUI のアイコニックな看板フレームやドーリーフェイスの

モチーフと、ロックな星型やキャッチーなハート型を取り入れたミ

ニプレートセットです。ティータイムにお菓子やスイーツを乗せた

り、小物入れやオブジェとしてもお使いいただけます。 



 2021.8.24 Francfranc Press Release  8 / 8 

〔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 

 

 

ANNA SUI さんからメッセージ 

 

"I'm so excited about my collaboration with Francfranc.  

I love decorating my home and I am so happy that I can share that obsession with Anna Sui fans.  

The products are all so cute and have so much signature Anna Sui design. You will be very excited to 

have these products for your home." 

 

『Francfranc とのコラボレーションをとても楽しみにしています。 

私は、自分の家を装飾することが大好きで、そのこだわりをアナ スイのファンの皆さんと共有でき

ることをとても嬉しく思っています。 

アイテムはどれもとてもキュートで、アナ スイの特徴的なデザインがふんだんに盛り込まれていま

す。あなたのお家にもこれらのアイテムがあったら、きっとハッピーな気持ちになると思います。』 

 

 

Brand＆Designer プロフィール 

 

1980 年、アナ・スイが自身の名を冠したブランドを設立。 

 

アナ・スイは、ヴィンテージスタイルや文化の深遠な領域に関する膨大な量のリサーチ

を通してインスパイアされた現代的で独自の洋服を生み出すことで知られ、ニューヨー

クで最も愛され成功したファッションデザイナーの一人です。 

1970 年代にニューヨークの強烈なカルチャーアンダーグラウンドシーンに進出し、フ

ァッション、写真、アート、音楽、デザインの世界で重要な関係を築きました。中国系

アメリカ人としてデトロイトに生まれたアナ・スイのキャリアは、まさにアメリカンド

リームの実現と言えます。アナはこう語ります。「ひたすら自分の夢を見つめ続けるこ

とが大事。たとえそれが、常識外れなものだとしてもね。そうでなければ、デトロイト

の郊外から来た若い女の子がニューヨークで成功をつかむことなんてできなかったで

しょう。この夢が私を支えてくれたのよ。」ハイスクールの最終学年が終わる前に、世

界 3 大ファッション有名校の 1 つであるニューヨークのパーソンズ・スクール・オブ・

デザインに入学が認められました。パーソンズで 2 年間学んだ後、スタイリストとして

友人のスティーブン・マイゼルと働き、スポーツウェア会社数社でデザインの仕事をし、

1981 年に最初のコレクションを発表しました。1980 年代を通じてビジネスは順調に成長を続け、1991 年には友人のスー

パーモデルのナオミ・キャンベルとリンダ・エヴァンジェリスタを起用した最初のランウェイショーを開催しました。 

 

現在 ANNA SUI は 8 カ国で 50 店舗以上のブティックを展開し、ANNA SUI のコレクションは 30 カ国を超える国の 300 店

舗で販売されています。 

 

 


