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オリジナルのペットグッズ
「#036PETS（オーサムペッツ）」シリーズ
2022年秋冬新作アイテムが順次入荷中！！

＜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 03-6433-7860 / MOBILE 080-3028-3244（熊沢）
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町32-7 HULIC＆New UDAGAWA 2F

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、オリジナルのペットグッズ「#036PETS（オーサムペッツ）」シリー
ズを展開中。2022年秋冬の新作ペットアイテム各種を、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
2022年9月より順次発売しております。

■概要
季節の変わり目はワンちゃん・ネコちゃんも一緒に衣替え！オーサムストアでは、オリジナルのペットグッズ

「#036PETS（オーサムペッツ）」シリーズより、2022年秋冬の新作ペットウェアを順次展開しております。毎シーズ
ンご好評いただいているペットウェアは、秋冬アイテムとして全6種類を展開。サイズも豊富にご用意しております。ま
た、ニット帽やマフラーなどのファッション小物も大充実。ちょっぴりおしゃれを楽しみたいワンちゃん・ネコちゃんに
もおすすめです。

また、知育玩具やペットベッド、お散歩用サコッシュなど、日常使えるアイテムも豊富にラインナップいたしました。
10月下旬より販売開始予定のクリスマスペットグッズの新作も合わせてご紹介いたします。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。

『2022年秋冬 新作ペットアイテム』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t221014/

毎シーズン大好評の新作ペットウェアをはじめ、
知育玩具やペットベッドなど多彩なアイテムが登場！

https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t221014/


「 #036PETS 」2022年秋冬ウェア
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「Gnarly」 「Bowvard」

サイズ【DS】は、
ダックスフンドなど

胴長サイズとなります。
お客様からのお声も多く、
誕生したサイズです！

■ペットウェア新作

「ペット パーカー」
（Gnarly、Bowvard）
価格：1,408円～1,738円

サイズ：XS、S、DS、M、L
スケーターや海外のカレッジロゴをイメージした、

遊び心のあるプリントデザインが
入ったペット用のパーカー。

■ファッション小物

毎シーズン大人気の秋冬ペットウェアが登場！今年はサイズも豊富にラインナップ！

ニット帽とマフラーでコーディネート！ちょっぴりおしゃれにおすすめです。

「ペット ニットウェア オレンジ」
価格：1,408円～1,518円
サイズ：XS、S、DS、M

ワンポイントになるおしゃれな
グリーンのタグがついた

ペット用のニットウェア。

「ペット キルティングダウンベスト カーキ」
価格：各1,958円
サイズ：S、M

都会的なデザインのおしゃれなタグが
ついたペット用のキルティングダウンベスト。

「ペット スタジアムジャンパー ネイビー」
価格：各2,178円
サイズ：S、M

アメリカンな配色の
ペット用のスタジアムジャンパー。

カレッジロゴをイメージした
刺繡のワッペンがポイント！

「ペット ニットマフラー」
（レッド、グリーン）

価格：各649円
サイズ：S、M

カジュアルでポップなペット用のニットマフラー。
ニットキャップと同カラーなので

コーデに最適！！

「ペット ニットキャップ」
（レッドグレー、グリーンオレンジ）

価格：各869円
サイズ：S、M

カジュアルでポップなペット用のニット帽。
ペットたちが元気に遊び回る広場を

テーマにデザインされたタグがアクセント！

「ペット デニムボアベスト」
価格：各2,178円
サイズ：S、M

おしゃれなタグがワンポイントの
ペット用のデニムボアベスト。

襟と裾のボアの切り替えが秋冬らしいデザイン！

※Sサイズ、DSサイズ着用

※Sサイズ着用

※Sサイズ着用

※Sサイズ着用

※ニットキャップ・マフラー共にSサイズ着用



「 #036PETS 」新定番商品
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■ネコちゃん向け新作アイテム

「猫じゃらし」
（宇宙、フルーツジュース）

価格：各319円
サイズ：W9×H45cm（宇宙）

W6.5×H45cm（フルーツジュース）

「ペットベッド クッキー缶」
価格：3,608円

サイズ：W38×D44×H29cm
φ36×D10cm（クッション）

チョコチップクッキーの缶をイメージしたペット用ベッド。
クッキーに見立てたクッション付き。

「キャットトンネル サーカス」
価格：649円

サイズ：φ25×H53cｍ
広げると、中で猫が遊べるキャットトンネル。

鈴入りのボール付き。

■トイ 新作アイテム

■日常使いアイテム

ワンちゃん・ネコちゃん用の
おやつトイ・歯磨きトイが初登場！

人気の猫じゃらしとキャットトンネルの新デザインが登場！

お散歩用サコッシュやペットベッドなど、日常的に使えるアイテムにも新作がラインナップ！

「ドッグ おやつトイ UFO」
価格：759円

サイズ：φ9.5×W6cm、約76g
おやつを使って遊びながら

知育トレーニングができる犬用玩具。
おやつを入れて転がしたりすると

反対側の穴から少しずつ出てきます。

「ドッグトイ リング」
価格：759円

サイズ：φ18.5×D3cm、約110g
噛んだり引っ張り合いながら遊べる

リング型の犬用玩具。
水に浮かばせて遊ぶこともできます。

「ドッグ 歯磨きトイ」
価格：759円

サイズ：φ9.7×H13cm、約208g
噛んで遊びながらデンタルケアができる、

サボテンの形のユニークな犬用玩具。
犬用の歯磨き粉を入れることができるリザーバー付きで、

噛むと側面の穴から出てきます。

「ペット サコッシュ ベージュ」
価格：869円

サイズ：W30×H22cm
ペットとのお散歩にぴったりのサコッシュ。

ペットボトルが入るサイズ感で、
お散歩グッズなどの持ち運びに便利！

「ペット おやつトイ UFO」
価格：2,178円

サイズ：W27×D25×H13cm
ポップなカラーリングでUFOの形が可愛い

犬・猫専用のおやつ玩具。ドライフードを本体に入れて
鈴入りのレバーを倒すと、おやつが少しずつ出てくるので、

早食い防止や知育トレーニングに！



「 #036PETS 」クリスマス商品

＜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
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≪表面≫ ≪裏面≫

絶賛販売中！

■「爪とぎ クリスマスハウス」数量限定、お見逃しなく！

「ペットヘッドギア」
（トナカイ、クリスマスツリー）

価格：各759円
トナカイとクリスマスツリーデザインの

ほっかむりタイプのペット用帽子。
耳を通す穴が開いています。

「ペットハット サンタ」
価格：759円

サンタハットデザインの
ペット用帽子。

ドールハウスに入ったネコちゃん。
上の煙突からサンタが…

実は表面とリンクしています！

サンタより先にネコちゃんが暖炉に！？
慌てるサンタと一緒に

コミカルな写真が撮れます。

「ペットフーディ クリスマス」（S、M）
価格：各1,518円

クリスマスツリーがプリントされたペット用のパーカー。赤地に
ファーやフードのポンポンが付いているので、

サンタクロースのコスチュームのようなデザインです。

「爪とぎ クリスマスハウス」
価格：3,278円

サイズ：W45×D23×H36cm

■クリスマス新作予告！
※10月下旬より販売予定！

「ペット ロープトイ S」
（サンタ、リース）

価格：各429円
サンタクロースのおもちゃやクリスマスリースを描

いた、ポップな犬専用のロープトイ。
わんちゃんが噛んで遊んでストレス発散できる玩具。

今年のクリスマスは人気のヘッドギアからおもちゃまで、幅広くラインナップ！

「ペットヘッドギア スノーマン」
価格：759円

スノーマンデザインの
ほっかむりタイプのペット用帽子。

耳を通す穴が開いています。

※Sサイズ着用



※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雑貨を多数取り揃え
ています。

■海外のスーパーマーケットのような店舗

2022年10月現在、東北から九州まで64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
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