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秋のダイニングウェアが勢ぞろい！
和食器からアメリカンテイストなカップまで
「オーサムストアの秋」を食卓から彩ろう！

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：堀口康弘）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）」では、秋向けグッズを集積した『AWESOME LIFE –AUTUMN-
（オーサムライフ オータム）』を展開中です。全国のオーサムストア店舗、およびオンラインストアにて公開
しております。

■概要
『AWESOME LIFE –AUTUMN-（オーサムライフ オータム）』では、秋の食卓を彩るオーサムストアの

一押しアイテムをご紹介していきます。
中でも今回はダイニングウェアを中心に幅広くご用意。低価格ながら風情あふれる和食器をはじめ、お

鍋のシーズンに最適なアイテム、毎年大人気のスプーン付マグシリーズなど、秋を感じるアイテムを取り
揃えております。ぜひお近くの店舗、またはオンラインストアをご利用ください。

『AWESOME LIFE –AUTUMN-（オーサムライフ オータム）』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210930/

いよいよ秋到来！
オーサムストアならではの新作ダイニングウェアが盛りだくさん！
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和食器

※価格はすべて税込表記です。
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■モダンライクな和食器

オーサムストアでは和食器も豊富にラインナップ！小皿から大皿まで低
価格ながら、デザイン性の高いシックな和食器をご用意しております。

岐阜県土岐市が生産地の美濃焼を
手軽に使っていただけるアイテムです。

右上）「中皿 ギンガムチェック」
価格：539円

サイズ：φ14.5×H4.5cm

左上）「小皿 ギンガムチェック」
価格：319円

サイズ：φ9×H1.5cm

左下）「深皿 ギンガムチェック」
価格：979円

サイズ：φ20×H4cm

右下）「大皿 ギンガムチェック」
価格：1,639円

サイズ：φ25.5×H7.5cm

上）「ミニプレート マルチドット」
価格：275円

サイズ：φ8.8×H1.5cm

下）「ミニプレート マルチドロップ」
価格：275円

サイズ：φ8.8×H1.5cm

右上）「シーズニングプレート グリッド」
価格：275円

サイズ：φ9.5×H2.5cm

左上）「シーズニングプレート マルチライン」
価格：275円

サイズ：φ9.5×H2.5cm

左下）「シーズニングプレート ピンドット」
価格：275円

サイズ：φ8×H2cm

右下）「シーズニングプレート サンライズ」
価格：275円

サイズ：φ8×H2cm

※9月下旬～10月上旬発売予定！

※9月下旬～10月上旬発売予定！

「小鉢（グレー、アイボリー）」
価格：各429円

サイズ：φ9.6×H4.8cm、95ml（満水時:120ml）
注ぎ口が付いているので、ソースやたれなどを入れてお使いいただけます。

※9月下旬～10月上旬発売予定！

左）「飯椀 Echo」
価格：429円

サイズ：φ11.5×H6.1cm

右）「飯椀 Clay」
価格：429円

サイズ：φ11.5×H6.2cm

※9月下旬～10月上旬発売予定！

上）「レクタングル皿 ライン」
価格：979円

サイズ：W27×D12.8×H2cm

下）「レクタングル皿 ロック」
価格：979円

サイズ：W27×D12.8×H2cm

※9月下旬～10月上旬発売予定！
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ギフトにも
おすすめ！

お箸セレクション

※価格はすべて税込表記です。
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お鍋

■オーサムお箸セレクション

オーサムストアのお箸に新作が登場！シンプルなデザインからポップで
キュートなデザインまで幅広く取り揃えております。

「箸 各種」
価格：各209円

サイズ：W0.8×D0.8×H23cm

■リーズナブルなお鍋＆鍋の素

そろそろお鍋が恋しくなる季節！オーサムプライスの土鍋は2サイズを
ラインナップしています。セットでおすすめな鍋の素シリーズはギフト
にもおすすめです。

「箸 5P 幾何学」
価格：539円

サイズ：W0.8×D0.8×H23cm

「鍋の素 グリーンカレー」
価格：213円

青唐辛子の辛さの中にココナッツミルクのコクと
ハーブの香りが楽しめる本格的な味わいです｡

「鍋の素 トムヤムクン」
価格：213円

レモングラスとマナオ果汁の爽やかな風味と
唐辛子の辛さがクセになる本格的な味わいです｡

「鍋の素 ねりごま豆乳鍋」
価格：213円

昆布出汁､かつお出汁をベースに豆乳と胡麻で
仕上げたまろやかでコクのある味わいです｡

「鍋の素 焼きあご出汁鍋」
価格：246円

国産の焼きあごと､かつお節･昆布･さば節の出汁を
ブレンドした上品なコクのある味わいです｡

「土鍋」
価格：437円

サイズ：W21.5×D19×H11cm

「土鍋 L」
価格：1,408円

サイズ：W31.5×D27×H16.5cm

「鍋の素」
シリーズ
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※価格はすべて税込表記です。
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人気の定番シリーズ

■大人気のスプーン付きマグシリーズ

この秋、毎年大人気のスプーン付きマグシリーズに新作が登場です！マグカップとスープマグの2種類を展開して
おります。紅茶はもちろん、スープやシリアルなど、幅広くお使いいただけます。

「スプーン付マグカップ Nuria」
価格：429円
容量：300ml

チョコレートのパッケージを
イメージしたスプーン付きのマグです。

■クリエイティブなブランケット

少し肌寒くなる季節におすすめなブランケット！今年はサイズも豊富に取り揃えております。
今回はそのほんの一部をご紹介！お好きなデザインを探してみてはいかがでしょうか？

「スプーン付マグカップ Milk」
価格：429円
容量：300ml

ミルクパッケージをイメージした
スプーン付きのマグです。

「スプーン付スープマグ
（Spham、Sardines、Dalemond）」

価格：649円
容量：400ml

それぞれ、お肉の缶詰、オリーブオイルを
使ったサーディン缶、トマト缶のパッケージを
イメージしたスプーン付きのスープマグです。

左）「ブランケット S ネイティブ」
価格：759円

サイズ：W70×H100cm
定番のネイティブ柄を飛び柄で今っぽさを

感じるデザインに仕上げました。
アウトドアにもおススメです。

右）「ブランケット S アルファベット」
価格：759円

サイズ：W70×H100cm
アルファベッドをモダンなデザインに

落とし込みました。
ユニセックスで使用できるカラーリングです。

※9月下旬～10月上旬発売予定！

上）「ブランケット M ブック」
価格：1,408円

サイズ：W100×H140cm
本と温かい飲み物でほっと一息
つくようなイメージのモチーフを

描いた女性らしさのあるデザインです。

下）「ブランケット M チェック」
価格：1,408円

サイズ：W100×H140cm
チェック柄をパッチワークのように
組んだデザインでインテリアとしても

馴染むカラーリングです。
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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、63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。
※2021年9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？

※表参道店舗外観
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