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2020 年上半期 Francfranc スタッフに
人気のアイテムランキングを発表
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、2020 年に発売した新商品より、全国の Francfranc スタ
ッフに人気のアイテムランキング※1 をご紹介します。
※1：2020 年 4 月 14 日より 2020 年 5 月 31 日の期間中に Francfranc スタッフが Francfranc オンラインショップにて購
入したアイテムを集計。
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2019 年大ヒットのハンディファン！専用ストラップも人気 ミニサイズのバッグにも入る豊富なデザインの極小ボトル
【人気のポイント】
【人気のポイント】
2020 年モデルはカラーが増
140ml 入るミニサイズのス
え、デザインも機能もパワー
テンレスボトル。デザインが
アップしました。風量は 1.4
豊富な点と、バッグの中でか
倍、体感騒音は約 54％カッ
さばらないサイズと、わずか
ト。卓上と持ち歩きの両方で
95g の軽さが人気のポイン
使える 2WAY で様々なシー
トです。パッケージも可愛い
ンで活躍します。別売りの専
ため、手軽なギフトとしても
用ネックストラップを併せ
おすすめです。
て使用するスタッフも多数。
【商品名・価格】フレ ハンディファン：1,980 円（税込）
【カラー】6 色
【商品名・価格】フレ ネックストラップ：900 円（税込）
【カラー】4 色

【商品名】シュシュ ミニボトル
【価格】1,000 円（税込）
【種類】8 種
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セットも豊富！手頃価格でトレンドカラーのテーブルウェア
【人気のポイント】
使う頻度が高いサイズのプ
レートやボウル、スープカッ
プなどがそれぞれ 2 枚～3 枚
セットになっている、お手頃
な価格のテーブルウェアシ
リーズ。トレンドのくすみカ
ラーのグレーとピンク、定番
のホワイトの 3 色が使いや
すいと人気です。

消臭成分配合の機能性ルームフレグランス
【人気のポイント】
消臭成分配合のコンパクト
なルームフレグランス。ホワ
イトムスクとホワイトサボ
ンの 2 種類の香りで、同シリ
ーズのファブリックミスト、
フレグランスジェルも人気
の、リピーターが多いアイテ
ムです。

【商品名・価格】オルディ シリーズ
【価格】600 円～1,500 円（税込）
【カラー】3 色

【商品名】ルフティー シリーズ
【価格】フレグランスジェル 900 円（税込）
ファブリック＆ルームミスト 1,200 円（税込）
ルームフレグランス 2,200 円（税込）
【香り】2 種（ホワイトムスク、ホワイトサボン）

News Letter
5位

2020.6.11

2 / 3

6位

コンパクトで持ち運びに特化した薄型のファン
デザインが可愛い接触冷感寝具
【人気のポイント】
【人気のポイント】
厚さ 2.5cm と薄型でスーツ
レーヨン素材ならではの自
の胸ポケットに入るコンパ
然なひんやり感で、暑くて寝
クトサイズが性別問わず人
苦しい夜を快適にサポート
気のアイテム。荷物を増やし
する接触冷感寝具。ストライ
たくない方でも気軽に持ち
プや花柄、フリルなどインテ
運びいただけます。大きめの
リアに馴染むデザインが人
カラビナが付いているので、
気の理由です。ご自宅でのお
バッグの持ち手などにつけ
洗濯も可能なので、お手入れ
られるほか、スタンド一体型
も簡単です。
になっており、デスクに置い
て使うこともできます。
【商品名】フレ キャリーファン
【価格】1,680 円（税込）
【カラー】4 色

【商品名】ふわろ シリーズ
【価格】まくらカバー 2,000 円（税込）
肌掛けふとん シングル 9,000 円（税込）
肌掛けふとん セミダブル 9,500 円（税込）
ベッドパッド シングル 8,000 円（税込）
ベッドパッド セミダブル 8,500（税込）
ベッドパッド ダブル 9,000 円（税込）
【種類】6 種
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お部屋を簡単に模様替えできる、貼って剥せる壁紙
【人気のポイント】
幅 45cm×長さ 250cm で、お
好きな長さに切って貼るシ
ールタイプの壁紙。在宅時間
が長くなったことで簡単に
できる模様替えアイテムと
して人気です。

和食にも洋食にも幅広く使えるカラフルな美濃焼
【人気のポイント】
豊富なサイズや色の組み合
わせで、和食にも洋食にもお
楽しみいただけるバリエー
ション豊富な美濃焼シリー
ズ。電子レンジや食器洗浄機
も使用可能なので、毎日の食
卓に気兼ねなくお使い頂け
ます。

【商品名】リムーバブル ウォールペーパー
【価格】無地：2,500 円（税込）
柄：2,800 円（税込）
【種類】36 種

【商品名】美濃焼 彩り
【価格】ボウル S 400 円（税込）
、プレート M 600 円（税込）
、
深プレート 800 円（税込）、プレート L 1,200 円（税込）
【カラー】4 色
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お手入れ不要。リアルな質感が人気のアートフラワー
リモートワークに大活躍のシートクッション
【人気のポイント】
【人気のポイント】
花びらのリアルな質感と、ア
リバーシブルの低反発シー
ートフラワーならではの鮮
トクッション。弾力の高い低
やかなカラーリングが特徴。
反発ウレタンを使用してい
お手入れ不要で枯れる心配
るため、長時間座っていても
がないので、様々な場所に飾
疲れにくいとスタッフから
れます。
も人気のアイテム。イスだけ
でなく床でもご使用いただ
けます。カバーは取り外して
洗濯も可能です。
【商品名】アートフラワー
【価格】400 円～2,800 円（税込）
【種類】89 種

【商品名】セディア シートクッション
【価格】2,000 円（税込）
【カラー】3 色

※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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【ランキング概要】
集計期間中に、株式会社 Francfranc に所属するスタッフが購入した商品を集計。
・集計期間：2020 年 4 月 14 日～2020 年 5 月 31 日
・対象アイテム：2020 年に発売した商品
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