
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、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
り入れたオリジナル性の高いアイテムとなっております。

■概要
AWESOME STOREでは、徐々に夏を感じるこの時期に最適な、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。
ハワイアンな南国テイストのアイテムをはじめ、スポーティーカジュアル、ナチュラルなベーシックアイテムまで、豊

富な品揃え。今回はアクセサリーとともに、テーマ別にご提案いたします。また自粛生活で伸びてしまった髪をまとめる
のに最適なヘアアクセや、元気なカラーリングのポーチ類などもご紹介。すべてAWESOME STOREならではの、遊び心
溢れる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。※臨時休業中の店舗がございます。

『Early Summer Outfit』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200514.html
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4種のコーディネートテーマに合うアイテムをご提案！
お手ごろに揃う、夏のファッションアイテム

「#おうちコーデ」にも最適！
オーサムストアのファッション雑貨＆アクセサリーに

夏の新作グッズが登場！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200514.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

ピアス 4002 16pFl P MGD
価格：490円

ピアス 2002 RpCi WoHoop BL
価格：490円

ピアス 2002 WoCi Fl MGD
価格：490円

ポニー 2002 15MqB GR
価格：590円

コーディネート例①

サコッシュ Hawaiian
価格：790円

使い勝手のいいハワイアン柄の
サコッシュです。

キャンバス トートバッグ Pineapple
価格：1,280円

大きめサイズなパイナップル柄の
トートバックです。

ジムサック Hawaiian
価格：980円

ユニセックスデザインの
ハワイアン柄ジムサック。

フレークポーチ Snowdome
価格：490円

Hawaiiのスノード―ムを
イメージしたフレークポーチ。

■「スポーツミックス」

少年っぽくなりがちなカジュアルアイテムには、シンプルながらモードなアクセサリーを
あわせて大人スポーティに！

ピアス 3002 EmHoop Gl IV
価格：490円

ピアス 3002 2LineHoop GD
価格：490円

ピアス 2002 Mq Hoop MSV
価格：490円

ピアス 4002 SolidHoop GD
価格：490円

ミニ ショルダーバッグ Mesh
価格：890円

内側のポーチは取り外しが可能な、
メッシュ素材のショルダーバッグ。

メッシュトートバッグ
価格：590円

メッシュ素材にロゴが入った
パッチ付きトートバッグ。

バックパック Square
価格：1,980円

背負ったときにスマートなシルエッ
トがポイントのスクエア型リュク。

Washer ナイロンキャップ
価格：890円

シワ加工を施したナイロン素材の
キャップです。

■「ハワイアン」

南国をイメージさせるレトロなボタニカルモチーフを施したファッションアイテムやアクセサリーをご紹介。
手軽な価格帯のアイテムで、いち早く夏を取り入れることができます。
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※価格はすべて税抜き表記です。

■「アクセントカラー＆モチーフ」

ルーティンなファッションに、アクセントになるカラーやモチーフのアイテムでスパイスをプラス。
アクセサリーはこの夏の流行色、シャーベットカラーで一気にトレンド感アップ！

コーディネート例④

イヤリング 1002 Ci MEmHoop MU
価格：690円

イヤリング 3002 RtHoop GD LBL
価格：590円

イヤリング 3002 2EmSt LBLWH
価格：590円

イヤリング 3002 Dropballoon Em YGR
価格：590円

コーディネート例➂

イヤリング 3002 OvCnch RiceWo
価格：590円

イヤリング 2002 2Drop GDWo LBR
価格：490円

リング GD W CP
価格：290円

ポニーフック 3002 OvHalf Rt Em YE
価格：590円

テキスタイルテープ ベルト PK
価格：490円

BOHOファッションで使えるアクセ
ントデザインのベルト。

ミニ ショルダーバッグ Graphical
価格：490円

アフリカンテイストの幾何学模様がかわ
いい綿素材のショルダーバッグ。

トートバッグ Patchwork Print
価格：980円

アフリカン柄をパッチワーク風に大
人っぽくデザインしたトートバッグ。

ヘアバンド Check
価格：490円

チェック柄のヘアバンド。春夏らし
いマドラスチェックの柄がポイント。

ハット Ribbon
価格：1,280円

ツバの背面にカットが入った、
バックリボンのツバ広ハット。

カゴバッグ Round
価格：1,980円

ラウンド型のシンプルなカゴバッグ。

バスケットバッグ Fringe
価格：1,980円

フェイクスエードのフリンジとコッ
トンレース飾りが付いたカゴバッグ。

ハット NaturalBeige
価格：980円

シンプルな中折れ型の編みハット。

■「ナチュラルファッション」

リラックス＆リゾートなコーディネートには、細部まで手の込んだ自然素材のファッションアイテムや、
アクセサリーで雰囲気をあわせて。
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ヘアアクセ各種
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※価格はすべて税抜き表記です。

使いやすいシンプルなデザインのヘアアクセサリー各種。自粛によってなかなか美容室に行けず、伸びてしまった髪をまと
めるのに最適です！デザインはもちろん、「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力！

ヘアピン 2002 3Em GD YEGYIV
価格：490円

つや感たっぷりのエナメルピン3本
にひし形が連なったゴールドピンが

セットになったヘアピン。

バレッタ 3002 4Rbs Sh
価格：490円

ゴールドフレームにひし形のシェル
モチーフが連なったバレッタ。艶や
かなシェルの表情が大人な後ろ姿を

演出してくれます。

ポニー 4002 Spring CLGD
価格：190円

クリアなゴムの中に光の反射によっ
て表情を変えるゴールドのチェーン
が入ったおしゃれデザインの
スプリングヘアゴムです。

ポニー 4002 EmOv GDCi IV
価格：590円

アイボリーのエナメルとゴールドの
オーバルが重なり合う上品なヘアゴ
ム。後ろ姿をぐっと華やかな印象へ
アップデートしてくれます。

ポニー 3002 SqGrape BL
価格：390円

透明感のあるカットビーズがキラキ
ラと煌くヘアゴム。ブルーとクリア
の爽やかなカラーが大人エレガント
な印象を演出してくれます。

シュシュ 3002 Rb Cf MGR
価格：390円

今季トレンドのミントカラーで透け
感のあるシフォン生地のリボン付き

シュシュ。

ポニーフック 2002 Rb Cf BE
価格：590円

ゴムでまとめた髪に差し込むだけで
簡単にヘアアレンジが楽しめるポ
ニーフック。透け感のあるシフォン
生地とライトベージュの色味が大人
上品な雰囲気を演出します。

ポニーフック 4002 CfRb Stripe YE
価格：590円

簡単にヘアアレンジが楽しめるポニー
フック。顔周りをパッと明るく魅せて
くれる華やかなイエローカラー。上品

なシフォン生地仕様です。
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※価格はすべて税抜き表記です。

「AWESOME STORE」らしい、遊び心にあふれたカラーリングとユニークな形状の新作ポーチを紹介します。

ファッション小物各種

新作ポーチ各種

缶ポーチ Salmon
価格：690円

海外のサーモン缶をイメージした
カッコいいデザインです。

スクエアポーチ Lobster
価格：490円

ロブスター屋の看板をモチーフに
した薄型のポーチです。

ボトルポーチ Fruit Beer
価格：690円

フルーツBEERをモチーフにした、
ユニークな形状のポーチ。

缶ポーチ Citron
価格：690円

アンティークのレモンシロップ缶を
イメージしたデザインです。

カラフルなメガネポーチやメガネクロス、さらにはスマートフォンリングなど、さまざまな新作ファッション小物をご紹介！

フラットポーチ 2P SVBK
価格：790円

花柄×メタリックの大きさが異なる
2個セットのポーチ。カラビナ付き。

キャンバス ポーチ Bon Voyage
価格：590円

存在感のある華やかなデザインの、
使いやすい綿素材のポーチ。

PVC クラフトポーチ Lovable
価格：490円

クラフト感あるフェイクレザー×クリ
ア素材がこなれた印象のポーチです。

スイカ ポーチ
価格：590円

夏らしいスイカ型のポーチ。インパ
クトのあるデザインです。

メガネクロス（Happy、Native）
価格：各98円

メガネやスマートフォン、パソコンの画面などに使用
できるメガネクロスです。

メガネポーチ（Smile、Ideas）
価格：各290円

口がバネ式で、片手で簡単に開閉できるフラットなメガネポーチ。
背面には、それぞれ異なるメッセージが書かれています。

リールパスケース（Coffee Syrup、Flake）
価格：各490円

フォンリング（Cow、Float、Groove）
価格：各290円

牛乳瓶のロゴ、おいしそうなクリームソーダ、ネオン管をイ
メージしたデザインのスマートフォンリング。
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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5月14日現在
緊急事態宣言及び各都府県からの休業要請を受けて、一部店舗を臨時休業とさせていただいてお

ります。最新の営業再開情報は、下記URLをご参照ください。
https://www.awesomestore.jp/topics_detail.html?info_id=160

■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

”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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