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ホームパーティーシーズンにおすすめ
シーン別のテーブルコーディネート術＆
簡単おしゃれに「マルチマット」活用術のご紹介
クリスマスや忘年会など家で集まることが多くなる 12 月。集まった時間をより素敵な時間にしていただ
くため、アニヴァーサリー・プランナーの泉谷麻貴さんにおすすめのホームパーティープランを教えて
頂きました。
また、インテリアショップ『Francfranc』では、テーブルコーディネートを簡単に華やかにできる新作の
「ペーパー マルチマット」を発売中。ひと手間でおしゃれに見える活用術をご紹介します。
➀泉谷さんによるホームパーティープラン：女子会編
テーマ：Lavender Oriental Christmas
コーディネートのポイント：
今年のクリスマスのトレンドカラーがパープルなので、ラベ
ンダー色のテーブルウェアをメインにしました。
名前入りのアイテムはパーティーで喜ばれるので、アートフ
ラワーを使ったオリジナルのネームタグを用意しました。そ
して、テーブル中央にランナーとして敷いたリムーバブルウ
ォールペーパーにフィンガーフードを並べれば、一気にフォ
トジェニックなテーブルになります。フィンガーフードなら、
パーティーの途中に席を立つ必要もなく会話を楽しめます。
更にウォールペーパーにフードを並べているので、洗い物も
少なくて後片付けも楽々です。

▼主な使用アイテム

【商品名】
リーニエ プレート M ラベンダー
【価格】900 円

【商品名】
リーニエ プレート L ラベンダー
【価格】1,200 円

【商品名】
コズミック プレート S パープル
【価格】500 円

【商品名】
リムーバブルウォールペーパー
ライトブラウン
【価格】2,500 円

【商品名】
ヴェステ シャンパングラス クリア
【価格】1,000 円

【商品名】
イヴェール ピック 5P セット
【価格】1,800 円

【商品名】
19XMAS リース L ピンク
【価格】3,800 円

【商品名】
アートプランツ ランブータン
ピンク
【価格】1,200 円
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②泉谷さんによるホームパーティープラン：家族編
テーマ：Natural Christmas
コーディネートのポイント：
今パーティーで人気のあるナチュラル素材（アンダープレー
ト＆テーブルランナー代わりのグリーン）を取り入れました。
大人も子供も楽しめるテーブルスタイリングにする為、スタ
イリングの全体はまず大人をメインに考え、小物アイテムで
子どもが楽しめるようなものをプラスしています。遊び心あ
るアイテムを加えても、色味も抑えればスタイリッシュなス
タイリングを叶えることが出来ます。動物やお菓子、宇宙を
テーマにしたオーナメントをテーブルに並べれば、お子様と
の会話も弾みます。また、グラス類は割れない素材を選べば
大人も子どもも心配なくパーティーを楽しめます。

▼主な使用アイテム

【商品名】
プラートデコ ラウンド L
【価格】1,600 円

【商品名】
フレル プレート クロス L
【価格】1,000 円

【商品名】
エーデル プレート ホワイト
【価格】1,200 円

【商品名】※左から
トリア タンブラー クリア
トリア ワイン クリア
トリア シャンパン クリア
【価格】※左から
700 円 ／ 800 円 ／ 800 円

【商品名】
バード オーナメント パインツリー
ホワイト
【価格】900 円

【商品名】
セット オーナメント スペース
【価格】1,050 円

【商品名】
チュチュ フラワーベース Ｓ
グリーン
【価格】2,800 円

【商品名】
アートグリーン ユーカリ
【価格】800 円

③泉谷さんによるホームパーティープラン：カップル編
テーマ：Sparkling Christmas
コーディネートのポイント：
煌めきのあるガラス素材のテーブルウェアを選ぶことで、少
ないアイテムでもクリスマスにぴったりな華やかさを演出し
ました。テーブルクロス、お花そしてキャンドルをプラスす
れば更に特別感がアップします。
ビーツのスープは、ピンクの見た目でとても可愛いだけでな
く、飲む血液と言われるほど栄養価が高いので、おもてなし
にオススメの一品です。
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▼主な使用アイテム

【商品名】
ミエル ガラスボウル クリア
【価格】1,000 円

【商品名】
ミエル ガラスプレート Ｍ クリア
【価格】1,000 円

【商品名】
ミエル ガラスプレート L クリア
【価格】1,500 円

【商品名】
ピオニー ランチマット ホワイト
【価格】2,000 円

【商品名】
チャオット テーブルクロス
ホワイト
【価格】3,800 円

【商品名】
19AW アートフラワー マグノリア
S ホワイト
【価格】400 円

【商品名】
ハロ キャンドルスタンド オーロラ
【価格】2,800 円

【商品名】
ガラス オーナメント
スノーフレーク クリア
【価格】600 円

アニヴァーサリー・プランナー泉谷麻貴さんに聞く
ホームパーティーのトレンド＆初心者でもできるテーブルコーディネートのテクニック
Q.ホームパーティーのトレンドを教えてください。
➀シェアリングサービスを活用してレンタルスペースでホームパーティーをする。
②オリエンタルな雰囲気のアイテムを使用する。
（女子会では、オーナメントやアートフラワーを取り入れています。
）
③ナチュラル素材のアイテムを取り入れる。
などが増えています。
Q. 初心者でも簡単にできるテーブルコーディネートのテクニックを教えてください。
まずはテーブルクロスを 1 枚敷くだけで非日常感が出ます。
更にお皿をレイヤードすることで雰囲気が高まるので、おすすめです！ぜひ試してください。

泉谷麻貴さんプロフィール
アニヴァーサリー・プランナー
幼少期から食器や生け花が好きな母の影響を受けたこともあり、料理、生け花、フラワーアレンジ
メントを習う。結婚後には友人を招きホームパーティーを多数開催。更に出産後、楽しい記念日を
過ごすことで子どもの心の成長に繋げたいという気持ちが強くなりアニヴァーサリー・プランナー
の資格を取得。大人も子供も楽しめるパーティーやワークショップを開催中。
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Francfranc 新作アイテム「ペーパー マルチマット」でホームパーティーが華やかに。
これ 1 枚で後片付けも簡単に！？「ペーパー マルチマット」活用術のご紹介

【活用術➀】

【活用術②】

【活用術③】

テーブルランナー編

お菓子のパッケージ編

ピンチョス編

テーブルのセンターに敷いて、テー
ブルランナーとして活用するのがお
すすめ。お食事をこぼしてしまって
も、簡単に捨てられるので片付けも
簡単です。カップケーキや個包装さ
れている食べ物なら、マルチマット
の上に直接置くのもおすすめです。

紙をカットして、お菓子のパッケー
ジ（スリーブ）として使用するだけ
で、自分だけのオリジナルパッケー
ジが完成。
少しアレンジするだけで、お菓子が
一層おしゃれに変身します。

園芸用のスポンジをペーパー マル
チマットで包装したテーブルコーデ
ィネート術。ピンチョスなど、串に
刺したお食事やスイーツの盛り付け
として活用いただける簡単テクニッ
クです。

▼ペーパー マルチマット一例
Francfranc では秋冬の新作アイテムとして、紙製の「ペーパー マルチマット」を 10 種類ご用意してい
ます。ご自宅でテーブルを華やかにしたい時にお使いいただけるほか、後片付けも捨てるだけで簡単か
つ、テーブルが汚れるのも防いでくれるホームパーティーにおすすめのアイテムです。

【商品名】ペーパー マルチマット ドット ／ コスモ ／
【価格】各 500 円
【サイズ】30cm×240cm

マーブル ／ フラワー ／ ラティール

※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。
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クリスマスアイテムで楽しく飾ったお部屋の写真を投稿しよう！
12 月 25 日（水）まで Instagram & Twitter 投稿キャンペーン実施中。抽選でギフトカードをプレゼント
Francfranc では 12 月 25 日（水）までの期間中、SNS での投稿
キャンペーンを実施中。SNS（Instagram または Twitter）で
Francfranc のクリスマスアイテムを利用したお部屋のコーディネ
ート写真、またはクリスマスプレゼントの写真を投稿した方の中
から抽選で 10 名様に Francfranc ギフトカード 5,000 円分をプレ
ゼントいたします。
▼Instagram 公式キャンペーンアカウント（@francfranc_life）
www.instagram.com/francfranc_life/
▼Twitter 公式アカウント（@Francfranc_web）
twitter.com/Francfranc_web

【キャンペーン概要】
応募期間
応募方法

： 2019 年 12 月 25 日（金）まで
① Instagram キャンペーンアカウント「@francfranc_life」もしくは Twitter アカウン
ト「@francfranc_web」をフォロー。
② Francfranc のクリスマス商品を利用したクリスマスのお部屋のコーディネートも
しくはクリスマスプレゼントを撮影。
③ ハッシュタグ「#COSMICCHRISTMAS」と「#francfranclife」を付けて、
Francfranc アカウントをフォローした SNS にて写真を投稿して応募完了。

内容

： 抽選で合計 10 名様に Francfranc ギフトカード 5,000 円分をプレゼントします。

当選発表

： 当選者の写真は、各 SNS のタイムラインとストーリーズ、ハイライトで発表予定です。

