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2018 Summer Collectionを 4月27日（金）より展開 

明るく開放的な色彩に、夏を感じる遊び心を加えたアイテムをラインアップ 

 

 

株式会社 Francfranc（本社：東京都渋谷区、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、2018 年 4月 27日（金）より 2018年 Summer Collection

を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年の Summer Collectionのテーマは、「家で過ごす、夏のリゾート」。 

バルコニーや庭先で、リラックスしながらもたっぷりと差し込む日差しを感じながら、夏を満喫できる

アイテムを揃えました。明るく開放的な色彩に、夏を感じる遊び心と都会的なエッセンスを加えた

Francfranc らしい夏のスタイルを提案します。 
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リゾート・アウトドア 
 
ビーチ、バルコニー、庭先など、様々なアウトドアシーンで活躍するアイテムをラインアップしました。 

夏らしいカラーやモチーフに心が躍ります。 

 

 

 
 

  

マリッサ ビーチタオル \5,200 

 

畳んで同じ柄のリュックにしまえる、リュックイ

ンタオルです。ビーチやキャンプ、アウトドアで

も活躍する 130cm×150cmの大判サイズです。 

アミュゼ バスタオル \3,200 

 

トレンドのレモンモチーフのサマータオルです。

同シリーズでハンドタオル、フェイスタオルも展

開。70cm×140cm 

アネモス ミニバスタオル \1,600 

 

速乾、吸水タイプのふんわりした無ねん糸と中空

糸のミニバスタオルです。サイズは 50cm×

100cmと、バスタオルでは大きく、フェイスタオ

ルでは小さいという方におすすめです。 

 

 
  

アイスキャンディ クールファン 各\900 アイスクリーム クールファン 各\900 フレ 2WAY ハンディファン 各\1,980 

アイスキャンディ、アイスクリーム型の小型扇風機です。首から提げることができるので、フェスや BBQ

などの野外イベントにぴったりのアイテムです。 

見た目がキュートなので、友人へのギフトにもおすすめです。 

コードレスなので、野外イベントで持ち歩いたり、

デスクで卓上ファンとして使用したり、様々な場

所で大活躍。USB充電で、弱/8時間、強/2時間

の使用が可能。5 段階風力切替がボタン一つで調

節できます。 

   

リッセ デッキチェア   \12,800 

リッセ サイドテーブル \9,800 

 

本体はアルミニウム、張地はポリ塩化ビニールを

使用。水に強く折りたたみ式でコンパクトなので、

アウトドアにも持ち運びやすいです。 

3WAY 自立式ポータブルハンモック＆チェア 

\19,980 

 

ハンモック、チェア、ハンガーラックの 3WAYハ

ンモック。木目調のスチールスタンドなのでアウ

トドアはもちろんインテリアとしてもおすすめで

す。 

ロワジール ビニールバッグ \2,500 

 

 

中にメッシュ素材のインバッグを入れ、重ねて使

える 2WAY ビニールバッグです。ビーチやプール

で活躍します。 

 

 

※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。 
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テーブル・ダイニング 
 
爽やかな色使いと透明感が涼しげなテーブルウェア。家の中でも夏らしさを感じ、食卓の会話も思わず

弾みます。 

 

    

ポール プレート \650 ポール ボウル \650 ポール タンブラー \650 ヌール ティーボトル １L 各\2,500 

レリーフ（浮き彫り細工）が特徴的な涼しげなガラス素材のシリーズです。お料理をより瑞々しく感じられます。ラ

ンチョンマットなどを敷くと、柄が際立ち食卓が華やかになります。また、こちらのシリーズはハンドメイドのため、

一つひとつの柄にも個性があります。 

ダイヤモンドをかたどったデザイン

のティーボトルです。冷水はもちろ

ん、熱湯にも対応。冷蔵庫のポケッ

トにもぴったり納まります。 

    

オーバルボウル 各¥1,500 

 

 

珍しい舟型で深さのある美濃焼きの

ボウルです。濃紺と薄い呉須の組み

合わせがモダンで、お料理が引き立

ちます。ワンプレート料理にもおす

すめです。 

フリーカップ 各¥500 

 

 

そば猪口やデザートカップなど、多

様な使い方ができる美濃焼きのフリ

ーカップ。涼しげな濃淡の呉須と、

モダンなデザインで、和の食卓以外

でもお使いいただけます。 

ペチュニア ボウル S 各\800 

 

 

夏の鮮やかな花「ペチュニア」をイ

メージしたハンドメイドのグラスボ

ウルです。 

フルーロン ティーフォーワン

\3,500 

 

花柄デザインのティーポットとカッ

プ、ソーサーがセットになっていま

す。ギフトにもおすすめです。 

 

 

ラヴィネ シリーズ 
 

黒土に釉薬をかけた表情が魅力的なシリーズです。 

    

（左から） 

プレート オーバル  \2,500 

プレート ドット L  \1,600 

 

和洋中何にでも合わせやすく、メイ

ンの料理にぴったりのサイズです。 

 

ボウル シリーズ 

各\1,400 

 

サラダボウルや丼ぶりとしてもお使

いいただけるサイズです。 

 

マグ 麦 \800 

 

 

麦の穂をイメージした模様がふちに

あしらわれたデザインです。 

 

ピッチャー \5,000 

 

 

お水やサングリアを入れたり、フラ

ワーベースとしてもお使いいただけ

ます。 

 

※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。 
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リビング・インテリアデコレーション 
 
たくさんの人が集まるリビングには、楽しい気分になれるモチーフアイテムを加えるのがおすすめ。 

思わずみんなが集まってくる、そんな空間を作り出します。 

 

 

    

コキーユ ルームフレグランス 各\3,000 

 

ビーチリゾートをイメージ、ボトルの中に貝殻を閉じ込めました。リサイク

ルガラスのような風合いのある色のボトルと麻を使用した、夏らしいルーム

フレグランスです。香りの持続期間の目安は、約 3.5～4 ヶ月間。 

コキーユ キャンドル 各\2,000 

 

貝殻をあしらい、まるで海の中にいるような夏らしいモチーフのジェルキャ

ンドルです。燃焼時間は約 8時間。使用しない時は蓋を閉じて埃を防げます。 

    

モンシオ クッションカバー 

\3,500 

 

モンステラが描かれた、夏らしいデ

ザインで、お部屋のアクセントとな

るクッションカバーです。 

パムラ クッションカバー 

各\3,500 

 

パームツリーの葉が重なったように

描かれており、色使いもビビッドで

夏らしいデザインです。 

シュネール クッションカバー 

\4,000 

 

白のコットン生地に光沢のある糸で

花柄モチーフの刺繍を施したクッシ

ョンカバーです。 

ホーリィ / パムリー クッションカバー 

各\2,500 

 

リネン素材の生地に洗いをかけ、風

合いを出しました。パイナップルと

パームツリーが夏らしいデザイン。 

    

ラミズリー クッションカバー 

\3,000 

 

ピンクのコットン生地に、フラミン

ゴの絵柄をチェーンステッチで描い

ています。 

グランティン クッションカバー 

\3,000 

 

薄手で肌触りの良いコットン生地

に、ゴールドの糸でストライプ柄を

刺繍しました。 

フラミオ / ロピー クッション 

各\2,500 

 

ベッドやソファ、シェルフなどに飾

ってお部屋のアクセントとして楽し

めるインテリアクッションです。 

ピレト / マントン クッション 

各\2,500 

 

お部屋を夏のコーディネートに仕上

げるアクセントとして、飾っていた

だけるインテリアクッションです。 

 

 

 

 

※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。 
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レイングッズ 
 
梅雨の時期、雨の日でも外に出るのが楽しみになるようなデザインのレイングッズを豊富に揃えました。 

 
    

ハナプリント 長傘 

\2,200 

 

雨の日でも明るい気分になれる花柄

の長傘です。同柄で、折り畳み傘も

展開。58cm。 

リーガ 長傘 

\3,000 

 

ワンプッシュで開けるジャンプ式で

す。ストライプがメンズライクな落

ち着いたデザイン。同柄で折り畳み

傘も展開。58cm。 

プリュイ バイカラー ビニール傘 

\1,000 

 

ドーム型のフォルムがクラシックな

バイカラーのビニール傘。58cm。 

プリュイ ストライプ ビニール傘

\1,000 

 

65cmと大きめのサイズ。手元はラ

バー素材で滑りにくい仕様です。 

  
 

リーガ ビニールトートバッグ 各\4,000 

 

今季トレンドのクリアトート。中身の透けが気にならないようにインナーポ

ーチが付いています。ポーチを変える事で、その日のファッションに合わせ

る事ができます。 

リーガ レイントレンチコート 各\4,800 

 

トレンチコート型のレインコートです。レインコートとしてだけでなく、ス

プリングコートとしても使えるので、一つ持っているととても便利です。 

 
 
接触冷感アイテム 
 
暑さが不快な季節におすすめの接触冷感素材を使用した寝装品。 

接触冷感素材のアイテムを取り入れて、暑い夏も快適に。 

 

COOL STYLE クーリア シリーズ 

その日の気温やお部屋のイメージに合わせて、リバーシブルで使える接触冷感シリーズです。 

    

ベッドパット 

シングル   \4,800 

セミダブル \5,800 

ダブル     \6,800 

 

表面は柔らかな接触冷感素材、裏面は

さらっとしたパイル生地になってい

るため、春先から夏本番、秋口まで気

温の変化に応じて使い分けていただ

けます。中綿は抗菌機能付きです。 

サマーブランケット 

ハーフ   \4,000 

シングル \6,000 

 

 

表側は接触冷感素材、裏側はコットン

のガーゼ素材のリバーシブル仕様で

す。その日の気温や気分で使い分けて

いただけます。 

まくらカバー \2,100 

 

 

 

 

表側は接触冷感素材、裏側はコット

ンのガーゼ素材のリバーシブル仕様

です。その日の気温や気分で使い分

けていただけます。 

ロングクッション \3,500 

 

 

 

 

両端がボタンで留められる仕様に

なっており、抱き枕やクッション

などお好みに合わせて変形できま

す。ファスナー付きのため、カバ

ーが取り外せてお洗濯も可能。 

 

※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。 


