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夏コーデに映える、旬なアクセをご提案！
シンプルながらさりげなく個性が光る

“プレイフル”な新作アクセサリーが登場！

＜お問合せ先＞
オーサム株式会社 企画開発部 広報課 高橋 猛志、熊沢 ひろの

MAIL pr@awesome-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3244（熊沢）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

オーサム株式会社（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、一足先に夏を感じられる旬な新作アクセサリーを、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発売いたしました。

■概要
今季はワクワク感や前向きな自分を演出する、”プレイフル”なデザインがトレンド。シンプルになりがちな夏コーデに

彩りを与えてくれる新作アクセサリーを幅広く取り揃えています。
夏の日差しでさりげなくきらめくクリア素材のものは、シルバーアイテムとも相性抜群。涼やかにかつ透明感あふれる

爽やかな印象へ導きます。シンプルながらこなれ感、自分らしいひと癖をプラスして、コーディネートを思いきり楽しめ
る初夏の新作アクセサリーを、デザイナーおすすめのスタイリングと共にご紹介いたします。

ぜひお近くのオーサムストア店舗、またはオンラインストアをご利用ください。

『初夏の新作アクセサリー 2022』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t220526/

自分らしいコーディネートで、思い切り夏を楽しもう！
オーサムストアが提案する新作アクセサリーコーデをご提案！
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新作アクセサリー①

※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
オーサム株式会社 企画開発部 広報課 高橋 猛志、熊沢 ひろの

MAIL pr@awesome-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3244（熊沢）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

◇提案コーデ①

これから迎える夏コーデに映える、まさに旬な新作アクセをご紹介！
今季はワクワク感や前向きな自分を演出する”プレイフル”なデザインがトレンド。

自分らしいコーディネートで、思い切り夏を楽しもう！

「ブレスレット 3022 
WideEp SVCL」

価格：869円

メタルアクセと合わせたスタイルで、
きちんと感と華やかさをアップ！

“日差しできらめくクリア素材で、
シーズン感をプラス！”

涼やかなクリア素材は、
シルバーアイテムとも相性抜群！
透明感あふれる爽やかな印象へ

定番のパールアイテムは
ひと癖の個性で印象アップ！

遊び心ある重ね付けスタイルで、
差をつけたコーディネートに

◇提案コーデ② ◇提案コーデ③

“夏におすすめな
シルバーアクセコーデ”

“王道パールアクセ
コーデ”

「ピンキーリング 3022 
WaveA CL」
価格：319円

「リング 3022 Signet 
WHGD」

価格：649円

「リング 3022 2Set Twist 
SVGD」

価格：539円

「ブレスレット 3022 
Wave2line GD」

価格：759円

「イヤーカフ 3022 
smallUniverse SV」

価格：539円

「ピアス 3022 Rvs SV 
CLBall BL」
価格：539円

「リング 3022
SqA BLMB」
価格：539円

「リング 3022
3Set Rope SV」

価格：539円

「イヤーカフ 2022
WHoop GD P」

価格：539円

「リング 2012 Pline」
価格：429円

「ピアス 3022 Hoop 
HgChP」

価格：649円
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新作アクセサリー②

※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
オーサム株式会社 企画開発部 広報課 高橋 猛志、熊沢 ひろの

MAIL pr@awesome-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3244（熊沢）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

◇提案コーデ④

「ピアス 3022 Am
MatB HgCLB」

価格：649円

シンプルになりがちな夏コーデに彩りをプラス！
落ち着きある色味のカラーアイテムは、

大人可愛くナチュラルな印象に仕上げてくれます。

サッと着けるだけでこなれ感を
プラスしてくれるイヤーカフ。

どんなコーデにも相性抜群で”シンプルなのに
無難にならない”まさに万能アイテム！

◇提案コーデ⑥

◇提案コーデ⑤

甘すぎない印象のクールなディティールが
光るアクセは、大人コーデの必須アイテム。
かっこよく決めてワンランク上の装いへ！

“カーキやボタニカル柄
アイテムをプラス！”

“大人クールなコーデで
新鮮な印象に！”

“イヤーカフで
こなれ感を演出！”

「ネックレス 3022 CombiCh SVGD」
価格：649円

「ネックレス 4012 WCh 40 GD」
価格：539円

「シュシュ 3022 Tie
Linen FlBE」
価格：649円

「イヤーカフ 3022
HalfGD HalfCL」

価格：429円

「ピアス 3022
ChainA BLSV」

価格：649円

「ポニーフック 3022 
WideMt Bumpy SV」

価格：649円

「イヤーカフ 3022
Rope SV」
価格：429円

「イヤーカフ 3022
S 2Line GD」
価格：429円

「イヤーカフ 9012
Dropline GD」

価格：539円

「クリップ 3022 Rc MYGR」
価格：539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、【遊び心】を提案するライフスタイルショップです。
インテリア雑貨やキッチンアイテムを中心に、遊び心を加えたデザインの「生活ZAKKA」を多数
取り揃えています。

■海外のスーパーマーケットのような店舗

2022年5月現在、東北から九州まで65店舗を展開。まるで海外のスーパーマーケットのような店
舗＆品揃えで、皆様のご来店をお待ちしております。また全国のお客様にお買い求めいただけます
よう、オンラインストアもご用意しております。

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

■オンラインストア
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？

※AWESOME STORE TOKYO 店舗外観

＜お問合せ先＞
オーサム株式会社
企画開発部 広報課

高橋 猛志、熊沢 ひろの

TEL 03-5774-2340 ／ MOBILE 080-3028-3244（熊沢）
MAIL pr@awesome-as.jp
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