
報道関係者各位
PRESS RELEASE

株式会社レプレゼント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：堀口靖弘）は、同社が運営するライフスタイルショッ
プ「AWESOME STORE（オーサムストア）」より、春夏の新作ファッションアイテム＆アクセサリーを、全国の
「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインショップにて展開しております。すべて低価格ながら旬なモチーフを取
り入れた高いオリジナルアイテムとなっております。

■概要
ぽかぽかした陽気の日が増え、春の到来を実感するこの季節。AWESOME STOREでは、そんな春夏の到来にあわせた

新作のファッション雑貨やアクセサリーを、低価格ながらトレンドを押さえたラインナップで展開しております。2020
年春夏のトレンドテーマとしてAWESOME STOREが提案するアフリカンモチーフなアイテムから、ベーシックなスタイ
ルのアイテムまで、帽子をはじめ、バッグやサンダルなど豊富な品揃え。さらにアクセサリー類は毎月新たなテーマを掲
げ、新作を多数展開中。すべてAWESOME STOREならではの、オリジナルデザインとなっております。
ぜひお近くの店舗、またはオンラインショップをご利用ください。

『春夏ファッション＆アクセサリー』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200326.html

2020年3月26日
株式会社レプレゼント

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 高橋 猛志

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

アフリカンモチーフからベーシックスタイルまで
オーサムストアでお手ごろに揃う春夏ファッションアイテム

旬なデザインのアイテムが豊富！
オーサムストアのファッション雑貨＆アクセサリーに

春夏の新作グッズが登場！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200319.html
mailto:pr@represent-as.jp


ファッション雑貨 各種

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 高橋 猛志

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

※価格はすべて税抜き表記です。 ※一部、オンラインショップではお取り扱いの無い商品がございます。

■帽子

使いやすいシンプルなデザインの新作帽子各種。帽子は髪の毛に付着する花粉防止グッズとしても最
適。デザインはもちろん、「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力です！

■バッグ

アフリカを連想させる、カラフルな色柄を使いやすい形状に落とし込んだ「モダンアフリカン」
の商品をはじめ、さまざまな新作アイテムが登場。

ツイルキャップ Adelaide
価格：790円

サイズ：56～58cm（頭囲）

ツイルキャップ Dst
価格：890円

サイズ：56～58cm（頭囲）

スウェットキャップ
価格：890円

サイズ：56～58cm（頭囲）

リバーシブル ハット
価格：1,280円

サイズ：フリーサイズ
リバーシブル仕様

巾着バッグ African
価格：1,580円

サイズ：W16×D16×H22cm

ミニ ショルダーバッグ Graphical
価格：490円

サイズ：W32×H25cm

トートバッグ Border
価格：980円

サイズ：W38×D16×H38cm

トートバッグ Patchwork Print
価格：980円

サイズ：W34×H39cm
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Pin Less ベルト
価格：490円

サイズ：約107cm（全長）

ファッション雑貨 各種

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 高橋 猛志

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

※価格はすべて税抜き表記です。 ※一部、オンラインショップではお取り扱いの無い商品がございます。

■サンダル

コーディネートのアクセントになるフリルがついたものや、シンプルなデザインのものまで、
さまざまな形状や柄のサンダルをラインナップ。

フリル サンダル Border
価格：980円

サイズ：フリーサイズ（約22.5～24.5cm）

フリル サンダル Denim
価格：980円

サイズ：フリーサイズ（約22.5～24.5cm）

クロスサンダル（M、L）
価格：1,280円

サイズ：M＝23.5cm相当、L＝23.5cm相当

バンダナ Plants
価格：190円

サイズ：W48×H48cm

バンダナ Zebra
価格：190円

サイズ：W48×H48cm

リバーシブル テープベルト
価格：490円

サイズ：約123cm（全長）

Weave ベルト
価格：490円

サイズ：約180cm（全長）

■その他

ポーチやパスケース、ベルトやバンダナなど、さらにコーディネートを引き立たせる小
物も展開中。こちらで紹介する商品以外にも、さまざまな商品をご用意しております。

ジュート サンダル（M、L）
価格：1,680円

サイズ：M＝23.5cm相当、L＝23.5cm相当

スクエアポーチ Lobster
価格：690円

パスケース Camera
価格：190円
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アクセサリー 各種

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 高橋 猛志

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

※価格はすべて税抜き表記です。 ※一部、オンラインショップではお取り扱いの無い商品がございます。

■ピアス ■イヤリング

■その他

ポニー 2002 miniCnch SV IV
価格：390円

「AWESOME STORE」は、
旬なデザインのアクセサリーを豊富に取り揃えております。

毎月、異なるテーマの新製品を多数展開中です！

ピアス 2002 2Tq CnchTq SV
価格：390円

ピアス 2002 EmMqHoop KA
価格：590円

ピアス 2002 Asm Star MGD
価格：390円

ピアス 2002 Fl 2CBall BE
価格：590円

ピアス 2002 2Drop GDWo LBR
価格：390円

ピアス 2002 WoCi 3RafTsl
価格：590円

ピアス 2002 Wo GD Hoop BR
価格：490円

ピアス 2002 2Chain MSV
価格：490円

イヤリング 2002 SAKURA Sh
価格：490円

イヤリング 2002 LineFlBall MGD
価格：590円

イヤリング 2002 Ft Hoop GD
価格：590円

イヤリング 2002 2Drop GDWo LBR
価格：490円

イヤリング 2002 2Chain MSV
価格：590円

イヤリング 2002 Wo GD Hoop BR
価格：590円

イヤリング 2002 Fl 2CBall BE
価格：690円

イヤリング 2002 EmMqHoop KA
価格：690円

ポニー 2002 KA W WoCi IV
価格：490円

ポニーフック 2002 2Mq MGD
価格：590円

クリップ 2002
OvLine LGR
価格：290円
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※ご不明な点は、下記担当者までお問い合わせください。

■AWESOME＝スゴい！

「AWESOME STORE」は、デザイン性が高いオリジナル製品を、驚きの低価格帯で提供する、原
宿発祥のライフスタイルショップです。シンプル＆ナチュラルをベースに、遊び心を加えた雑貨ア
イテムを多数取り揃えています。

■全国に店舗を展開！まだまだ増加中！

2014年に原宿表参道に旗艦店を構え、現在では東北から九州まで、53店舗を展開。全国のお客様
にお買い求めいただけるよう、さらに店舗数を増やしていく予定です。
また直営のオンラインショップもご用意しております。
※2020年3月現在

■ストアリスト
https://www.awesomestore.jp/ext/storelist.html

■オンラインショップ
https://www.awesomestore.jp/

■SNS
・Instagram（@awesomestore_jp）

https://www.instagram.com/awesomestore_jp/
・Twitter（@awesomestore417）

https://twitter.com/awesomestore417
・Facebook（@awesomestore.jp）

https://www.facebook.com/awesomestore.jp/

”AWESOME STORE（オーサムストア）”とは？

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント

運営部 広報課
高橋 猛志

TEL 03-5774-2340 ／ MOBILE 080-3028-3177
MAIL pr@represent-as.jp

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

※表参道店舗外観
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