
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、オリジナルのコスメブランド「#036COS（オーサムコス）」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パッケージ
などのデザインにもこだわったアイテムとなっております。

■概要
少しづつ暖かい日が多くなり、春を感じる今日この頃。ファッションだけでなくメイクも一新したくなるもの。「トレ

ンドカラーに挑戦してみたいけど、いきなりデパートコスメを買うのは勇気がいる…」という方も多いはず。そんな方に
朗報！オーサムストアのコスメブランド「#036COS（オーサムコス）」シリーズは、低価格ながらトレンドを押さえた
ラインナップを取り揃えています。思わず手に取りたくなる可愛いパッケージもすべてオリジナル。今回はそんなコスメ
アイテムを使用して、店舗スタッフに旬なメイクを施したビフォーアフター企画を実施。商品と併せてご紹介します。
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。

『#036COS（オーサムコス）』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200319.html

2020年3月19日
株式会社レプレゼント

＜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

SNS映えするパッケージも魅力！
オンラインショップでは対象商品お買い上げで
ポイントプレゼントキャンペーンを実施中！

プチプラでもトレンド顔になれちゃう！
オーサムストアのオリジナルコスメ

「#036COS（オーサムコス）」で春メイクに挑戦しよう！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200319.html
mailto:pr@represent-as.jp


「#036COS」の中でも特に人気のある
3色リップを使用。グラデーションカ
ラーが唇を立体的に見せてくれます。

アイラインとマスカラはブラウンを使う
ことでやわらかい印象になり、オレンジ
カラーもぐっと引き立ちます。アイライ
ンは目尻だけに細く入れるのがポイント。

＜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

※価格はすべて税抜き表記です。 ※一部、オンラインショップではお取り扱いの無い商品がございます。

AWESOME STORE & CAFE HARAJUKU
店長 伊藤杏奈さん

◆大人見えダークレッド◆

シャドウやチークはおさえめに、リップに色を効かせて大人っぽく

アイシャドウはブラウン系をチョイス。
目尻だけに濃い色をのせて締まった印
象に。

【使用アイテム】

全体をオレンジで統一してナチュラルに仕上げつつトレンドもプラス

◆春、感じるフレッシュオレンジ◆

商品デザイナー
三田亜実さんの

ワンポイントアドバイス

いつもメイクはブラウン系などつ
い無難な色を選びがち。
トレンドを取り入れたメイクは初
挑戦なので、今日はどんな感じに
仕上がるかちょっとドキドキして
います！

商品概要

■店舗スタッフで
旬メイク「ビフォーアフター」！

春の季節。ファッションだけでなくメイクも一新したくな
るもの。「トレンドカラーに挑戦してみたいけど…」とい
う方も多いはず。
そんな方のために、AWESOME STORE店舗スタッフをモデ
ルとして、オリジナルコスメ「#036COS」シリーズを使用
した旬メイク「ビフォーアフター」を実施。
コスパ抜群グッズによるメイクをぜひお試しください！商
品の担当デザイナーによるワンポイントアドバイスも必見
です！

リップは落ちにくいティントを使用。
しっかりメイクには重ね付け、自然に
見せたいときは指で軽くぽんぽんとの
せるだけで一気に血色アップ。

BBクリーム YBE
価格：590円

アイブロウ
Palette NBR
価格：490円

アイシャドウ
Palette BR
価格：490円

マスカラ
Volume BK
価格：390円

クリームチーク DPK
価格：390円

ティント リップ DRD
価格：390円

【使用アイテム】 商品デザイナー
三田亜実さんの

ワンポイントアドバイス

BBクリーム YBE
価格：590円

ダブルアイシャドウ OR
価格：390円

ブロウマスカラ DBR
価格：290円

クリームチーク OR
価格：390円

リップバー Trio OR
価格：390円

カラーマスカラ BR
価格：390円
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アイシャドウ CGD
価格：290円

アイシャドウ BR
価格：290円

商品概要

＜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

※価格はすべて税抜き表記です。 ※一部、オンラインショップではお取り扱いの無い商品がございます。

■アイメイク

■リップ

■チーク

ジェリーアイカラー CGD
価格：390円

ティント アイブロウ DBR
価格：590円

マスカラ Volume BK
価格：390円

アイライナー BK
価格：390円

馬油リップクリーム
価格：390円

クリームチーク RD
価格：390円

リップバー Trio PK
価格：390円

リップバーム
シトラス／アップル
価格：各290円

クリームチーク OR
価格：390円

クリームチーク DPK
価格：390円

■ベースメイク

リップバー Trio RD
価格：390円

フェイスパウダー NBE
価格：590円

BBクリーム PBE
価格：590円

BBクリーム YBE
価格：590円

ここからは「ビフォーアフター」企画で使用した商品以外のラインナップをご紹介！
どれも「AWESOME STORE」ならではの低価格帯で展開しています。

カラーマスカラ BR
価格：390円

ブロウマスカラ DBR
価格：290円

フェイスパウダー LBE
価格：590円
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オーバルフェイスブラシ
価格：290円

商品概要

＜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

※価格はすべて税抜き表記です。 ※一部、オンラインショップではお取り扱いの無い商品がございます。

■メイク小物

定番アイテムから便利グッズまで、メイクに必須な道具類も数多くご用意しています。

■その他

ビューラー
価格：290円

Colorful
コームブラシ
価格：190円

Colorful チークブラシ
価格：490円

3D シリコンスポンジ
価格：290円

Colorful
ファンブラシ
価格：290円

Colorful
スポンジティップ
価格：150円

クレンジングシート 10P
価格：160円

10枚入り

コットンパフ Voyage
価格：98円／100枚入り

綿棒 Voyage
価格：98円／200本入り

あぶらとり紙
価格：98円
100枚入り

Make Up スポンジセット
価格：98円／10個入り
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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、53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3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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