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「2022年上半期ランキング」
オーサムストアの人気部門4カテゴリーより

それぞれ”売れたBEST3”を発表！

＜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、2022年上半期に売れたアイテムを4部門から、それぞれBEST3形式に
て発表いたします。紹介アイテムは全て、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展開しておりま
す。

■概要
2022年も半ば、上半期を終えようとしています。そこでオーサムストアでは初めて、2022年上半期に売れたアイテム

をランキング形式にて発表いたします。今回、人気部門4カテゴリー【キッチン】【日用品】【ペット】【フード】より、
それぞれのランキングBEST3のアイテムをご紹介いたします。

果たしてみなさんの”推しアイテム”はランクインしているのでしょうか！？オーサムストアに来たら、まず押さえてほ
しい人気アイテムが目白押しです。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にて、ランキングも合わ
せてチェックしてみてください。

『2022年上半期コレ売れました！』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t220623/

2022年上半期「コレ売れました！」
【キッチン】【日用品】【ペット】【フード】部門より発表！
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※価格はすべて税込み表記です。

上半期コレ売れました！
ー キッチン部門 ー

オーサムストアといえば、まず初めに思い浮かぶのが「キッチングッズ」ではないでしょうか？アイテム数が一番多い
このカテゴリー、果たしてランクインするのはどの商品…！？

「マイクロファイバーキッチンスポンジ 5P」
（Apple、Native）

価格：各209円
サイズ：W12×H8cm

水だけで汚れを落とせるマイクロファイバー製のスポンジです。

「おにぎりホイルシート」（レッド、ブルー）
価格：各209円

サイズ：W20×D360cm
アルミホイルと耐油紙の二重構造になっており、

乾燥を防ぎ、余計な油分や水分を吸い取る効果があります。

「弁当カップ」
（S Sausage、M Fried Egg、オーバル Apple）

（S Triangle、M Honeycomb、オーバル Border）
価格：各132円

サイズ：6号（S）、9号（M）、W10×D5×H3cm（オーバル）

第1位 マイクロファイバーキッチンスポンジ 5P

第2位 お弁当カップ 第3位 おにぎりホイルシート

シリーズ累計販売数
＼200万個突破アイテム！／

オーサムストアきってのロングセラーアイテム！
水だけで汚れを落とせる利便性とコスパから、

不動の人気No.1アイテムです。

豊富なデザインのバリエーション、
他ではみない遊び心あるデザインも加わり、

販売点数が一挙に増加！

おにぎりに限らず、サンドウィッチやチキンなど、
油分・水分が気になる食べ物を包むのにも最適と

口コミにて広がり人気アップ！
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※価格はすべて税込み表記です。

上半期コレ売れました！
ー 日用品部門 ー

置いておくだけで様になるのが、オーサムストアの日用品！普段使いの消耗品がちょっとおしゃれなんて素敵ですよね？
日用品は隠して収納される方も多いはず、でもこちらはぜひ、”見せる日用品”として楽しんでくださいね！

「フリーザーバッグ S 15P Bear」
「フリーザーバッグ M 15P Bear」
「フリーザーバッグ L 10P Bear」

価格：242円（S）、275円（M）、319円（L）
サイズ：（S）W18×H20cm（厚さ0.07mm）、15枚入り

（M）W20×H23cm（厚さ0.07mm）、15枚入り
（L）W24×H28cm（厚さ0.07mm）、10枚入り

「タオルホルダー」
（アンティークゴールド、シルバー）

価格：各385円
サイズ：W5.6×D3.2×H5.6cm

「お掃除3兄弟＋愛犬オキシー」
価格：各132円

ジューソー、セスキ、クエン酸、オキシー。
住宅用・洗濯用洗浄剤、洗濯用漂白剤です。

第1位 フリーザーバッグ（S、M、L）

第2位 お掃除3兄弟＋愛犬オキシー 第3位 タオルホルダー

シリーズ累計販売数
＼120万個突破アイテム！／

食材の保管だけでなく、小物の収納まで、
昨今用途が多様に広がり、需要がアップ！

二重ジッパーの機能性、かわいいデザインが人気です！

そのまま置くだけで様になる消耗品として大人気！
家族構成のデザインから、

まとめ買いのお客様が多くランクイン！

シンプルなデザインと使いやすさから、
役立つアイテムとして、発売当初から人気のアイテム。

コロナ禍において、家族人数分まとめ買いされる方も続出！
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※価格はすべて税込み表記です。

上半期コレ売れました！
ー ペット部門 ー

みなさまオーサムストアの#036PETSをご存じでしょうか？専門店にも負けず劣らずのペットグッズを#036PETSシリーズ
では幅広く取り揃えております。ワンちゃん・ねこちゃんのご家族必見！果たしてランクインするのはどの商品…！？

「爪とぎ」
（ショッピングカート、ランドリー、テレビ、バスタブ）

価格：3,058円（バスタブ）
各3,278円（ショッピングカート、ランドリー、テレビ）

「ペット Tシャツ」（Rocky、Candy）
（XS、S、DS、M、L）

価格：649円（XS）、759円（S、DS、M）、869円（L）

「ペット ハイスタンドフードボウル」（グリーン、レッド）
価格：各979円

サイズ：W12×D12×H11cm、約150ml
間口には傾斜がついており、より食べやすく、食べこぼしを防ぐ効果があります。

第1位 爪とぎ

第2位 ペットTシャツ 第3位 ペットハイスタンドフードボウル

SNSで話題沸騰！ねこちゃんが爪とぎを使う
“映える”写真が撮れるとして大人気！

バリエーションも豊富で
全デザイン揃えられるお客様も多いです。

毎年人気のTシャツシリーズ！今年はサイズの
バリエーションが増え、着れるワンちゃんも多く、

SNSへの投稿が増えたことからランクイン！

使いやすさとキュートなデザインから
フードボウルシリーズの中で圧倒的人気のアイテム。

待望の新作が入荷したことにより、販売点数を伸ばしました！
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上半期コレ売れました！
ー フード部門 ー

「しょせん雑貨屋のフードなんて…」と思っている方、ご賞味あれ！オーサムストアでは、見た目よし・味よしの雑貨屋なら
ではのフードを取り揃えております。パッケージ買いから始めて、味の虜になること間違いなし！ぜひ一度お試しください。

「おかき」シリーズ
価格：各129円

一口サイズで食べやすいおかき。
手軽につまめるサイズ感はオフィスでも、おやつやおつまみに

も最適！ジャンクな味から優しい甘さのあるおかきまで、
種類豊富にご用意しております。

浮世絵風に描かれた和テイストなデザインが
目を惹くパッケージ。

第1位 おかきシリーズ

第2位 グミシリーズ 第3位 ふりかけシリーズ

■AWESOME! BIG SALE開催中！

只今オーサムストアでは、定期的にアイテムが追加
される、夏の大感謝セールを6月17日（金）より開催
中！全国のオーサムストア店舗＆オンラインストア
にて同時開催中です。

この夏お得な機会をぜひお見逃しなく！

https://www.awesomestore.jp/store/r/rsale2206/

■BIG SALE 特設ページ

【セール情報】

「グミ」シリーズ
価格：各129円

「ふりかけ」シリーズ
価格：各162円

一口サイズで食べやすいのはもちろん、
パロディ化したパッケージの遊び心にリピーターが続出したアイテム！

発売当初から新作が定期的に入荷し、
シリーズの虜になるお客様も増えました！

アメコミ風のパッケージデザインが特徴的で、
ついつい手にとってしまうお客様も多くランクイン！

味もコーラやソーダ、エナジードリンクなど、
スカッと爽快感のあるテイストが人気。

3月下旬に発売し、勢いにのってのランクインです。

3月下旬に発売し、オーサムストアでは
初めての”ふりかけ“が珍しさもあり、ランクイン！

ご飯にふりかけるだけでなく、
様々な料理のトッピングとしても人気です。
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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6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
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