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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、マスクを着用していても顔回りを華やかに演出してくれるアクセサ
リー新作を、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
らデザイン性が高いオリジナルアイテムとなっております。

■概要
新型コロナウイルスの影響により「withコロナ」が新たな日常となり、私たちの生活に一気に浸透したマスク。しかし

マスクをしていると思い通りのメイクができず、さらにアクセサリーなどの選び方なども困っている方が多いのではない
でしょうか？ 本リリースでは、AWESOME STOREのアクセサリー新作より、マスクを着けていても顔回りを華やかに
演出してくれる耳元のアクセサリーアイテムを、3つのテーマに沿ってご提案。またマスクを着けた際、快適かつオシャ
レに髪をまとめられるヘアアクセサリー類を、併せてご紹介いたします。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。

『withマスク コーディネート』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200625.html
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＜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

マスクで代わりばえしない顔回りを華やかに演出！
リップ代わりの「映えアクセサリー」で気分を上げよう！

【with コロナ】時代のファッション提案
見た目と気持ちが華やぐ、

「with マスク」アクセサリーコーデをご紹介！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200625.html
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※価格はすべて税抜き表記です。

コーディネート例②

コーディネート例①

今季トレンドのシャーベットカラーのイヤ
リング。サイズ感が丁度良く、ぷっくりとし
たしずく型が大人可愛い印象に。

スタッドピアスはマスクに触れ合うことが
少なく、着脱も引っ掛かりにくいのがポイン
トです！調節可能なネジ式のイヤリングは
しっかり留まるので、マスクや手が当たって
も外れにくく安心です。

アクセサリー担当
中田 貴和子さんの

ワンポイントアドバイス「チラ揺れ ワントーン」コーデ

耳元でチラ揺れ、マスクまで含めた“ワントーンコーデ”

「POINTCOLOR STUDS」コーデ

差し色スタッドをコーディネートの主役に

マスクをしていると顔が暗くなりがち…。
きれい色アイテムで華やかな印象を狙いま
しょう。ホワイトカラーのプレートピアスは、
マスクで隠れる顔の印象を、パッと明るく上
品に演出してくれます。

揺れるパーツが長いほどマスクにひっかか
りやすいので、耳元近くで揺れるくらいが着
けやすく絡まりにくいのもポイントです！

アクセサリー担当
中田 貴和子さんの

ワンポイントアドバイス

イヤリング 4002
TgHoop Em IV
価格：590円

ピアス 4002
TgHoop Em IV
価格：490円

イヤリング 3002
Dropballoon Em YGR

価格：590円

ピアス 3002
Dropballoon Em YGR

価格：490円

イヤリング／ピアス
3002 Ci Ro ARIV
価格：590円／490円

イヤリング／ピアス
4002 A Epci WHCL
価格：590円／490円

イヤリング／ピアス
3002 Ci OvCLFl WH
価格：590円／490円

イヤリング／ピアス
3002 2EmSt LBLWH
価格：590円／490円

イヤリング／ピアス
4002 ArtLineEp YGR
価格：590円／490円

イヤリング／ピアス
3002 RtHoop GD LBL
価格：590円／490円

イヤリング／ピアス
3002 SqA CFMB

価格：490円／390円
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※価格はすべて税抜き表記です。

「SUMMER CLEAR」コーデ

キャッチーな大ぶりピアスで、マスクから視線を外して

マスク with ヘアアクセ

コーディネート例➂

シュシュ 4002 Tiedye BLYE
価格：490円

イエローとブルーが効いた
タイダイ柄のシュシュ。

アクセントとして最適です。

マスクを着けた際に、快適かつオシャレに髪をまとめられる、ヘアアクセサリーをご紹介します。デザインはもちろん、
「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力！

近年トレンドとなっている、ビッグアクセ
サリー！大振りデザインはマスクに負けない
存在感なので、主役級の存在を放ち、顔周り
をより華やかにしてくれます！

暑い夏に向けてクリアモチーフがおすす
め！ 存在感のあるボリュームピアスも、軽
量素材でデイリーにつけやすいというのもポ
イントです！

ヘアバンド Stripe DRD
価格：490円

ストライプ柄のヘアバンド。
アフリカンテイストも感じられる

柄がポイントです。

ポニー 4002
Spring CLBK
価格：190円

アクセサリー担当
中田 貴和子さんの

ワンポイントアドバイス

イヤリング 4002
WaveA Shchip CL

価格：590円

イヤリング 4002
WaveA Shchip CL

価格：690円

イヤリング／ピアス
4002 WaveA P CL
価格：590円／490円

イヤリング／ピアス
4002 MqHook DropB CL

価格：590円／490円

イヤリング／ピアス
4002 DropB CL

価格：690円／590円

ポニー 4002
Spring CLGD
価格：190円

シュシュ 4002
Rb Stripe NV
価格：490円

ポニーフック 4002
Rb Stripe BL
価格：590円

ポニー 4002
AOv Stripe GRCL

価格：590円

ヘアピン 2002 
5Wave GD
価格：390円

ヘアバンド
Check GRPK
価格：490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、57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6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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