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オーサム株式会社

お正月アイテムが早くも登場！
例年よりバリエーションアップのお祝いグッズで

来年も良い年を迎えよう！

＜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、2023年のお正月をお祝いするアイテム各種を、全国の「オーサムスト
ア」店舗、およびオンラインショップにて2022年11月より順次発売してまいります。

■概要
オーサムストアでは、2023年のお正月を華やかに彩ってくれる新作グッズを多数展開いたします。手軽にお部屋をお

正月モードに演出できるフェルト製・ウッド製のデコレーションアイテム、遊び心満載のポチ袋、手土産に最適なキッチ
ンスポンジ、さらには大切なペットと一緒にお正月を楽しめるコスチュームなど、さまざまな商品をご用意しております。

来年のお正月準備、一足早くオーサムストアで揃えませんか？ぜひお近くのオーサムストア店舗、またはオンライン
ショップをご利用ください。

『お正月グッズ 2023』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t221104/

フェルトやウッド製のデコレーショングッズ、ペットコスチュームまで
お正月を彩るアイテムはリーズナブルに抜かりなく揃えよう！

https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t221104/


お正月グッズ①

※価格はすべて税込み表記です。

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

■こころがほっこりするフェルト製デコレーションアイテム

やさしい質感とデザインに思わずほっこりしてしまう、フェルト製のデコレーションアイテムを多数展開いたします。
オーサムストアの代名詞ともいえる、イベントフェルトシリーズは、手軽にパッと季節の演出が出来るのも魅力です！

「フェルトデコ 門松 23 L」
価格：539円

サイズ：W13.5×D5×H19.3cm

「フェルトデコ 門松 23 M」
価格：319円

サイズ：W10×D5×H15cm

「フェルトデコ しめ縄」
価格：429円

サイズ：W11.4×D1.2×H19cm

「フェルトリース しめ縄 23」
価格：385円

サイズ：W15.2×D0.9×H16.1cm

「フェルトデコ 熊手 23 L」
価格：759円

サイズ：W28×D1.5×H30cm

「フェルトガーランド New Year 23」
価格：385円

サイズ：W105×D0.6×H8.3cm

「フェルトロングガーランド 正月」
価格：539円

サイズ：W170×D0.6×H12.3cm

「フェルトデコ 鏡餅 23 L」
価格：539円

サイズ：W15×D5×H18.7cm

「フェルトデコ 鏡餅 23 M」
価格：319円

サイズ：W10.7×D5×H15cm

「フェルトデコ ウサギ」
価格：275円

サイズ：W10.6×D6.6×H8.3cm

「縦型フェルトガーランド 寿」
価格：385円

サイズ：W10.5×D0.9×H56.5cm

「フェルトガーランド 正月遊び」
価格：385円

サイズ：W70×D0.6×H10.5cm

※11月4日（金）以降順次入荷予定！



お正月グッズ②

※価格はすべて税込み表記です。

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

■新年のキッチン＆ダイニングに映えるポップなアイテムたち

“映えるスポンジ”として、毎年大人気！いくつあってもうれしいキッチンスポンジは、
新年のご挨拶に添えるカジュアルギフトとしてもおすすめです。縁起物を和風テイストながらポップに
デザインしたペーパーナプキンも、新年の食卓を素敵に演出！お菓子の包み紙としても重宝します。

■ナチュラルな新年を演出できるウッドデコレーションアイテム

リーズナブルながらしっかりとした佇まいで新年を演出してくれる、置物やしめ縄などをご用意しております。

「ウッドデコ 門松」
価格：979円

サイズ：W10.5×D7×H15cm

「ウッドデコ 鏡餅」
価格：979円

サイズ：W11.5×D11×H14.5cm

「ウッドデコ しめ縄」
価格：649円

サイズ：W22.5×D1.3×H22cm
（ひもの長さ約9cm）

「ウッドドール ウサギ」
価格：759円

サイズ：φ6×H14cm

「ウッドデコ 扇」
価格：539円

サイズ：W13×D6×H10cm

「キッチンスポンジ」
（宝船、ウサギ、ダルマ落とし）

価格：各107円

「ペーパーナプキン New Year 23」
価格：132円

サイズ：W33×H33cm
20枚入り

「ペーパーカップ New Year 23」
価格：132円

8個入り

「ペーパープレート New Year 23」
価格：132円

8枚入り

「弁当カップ S Tai」
価格：132円

サイズ：6号、30枚入り

「弁当カップ M Daruma」
価格：132円

サイズ：9号、30枚入り

「弁当ピック 20P New Year」
価格：132円

サイズ：H6cm、20本入り

「プレイスマット ゴールド」
価格：429円

サイズ：W45×H30cm

「ウッドデコ ダルマ」
価格：759円

サイズ：W19.5×D2.3×H7cm

「ウッドデコ M 縁起物」
価格：979円

サイズ：W29×D5×H13.5cm

「ウッドデコ S 鯛」
価格：649円

サイズ：W11.5×D3.5×H10.5cm

※11月7日（月）以降順次入荷予定！

※11月順次入荷中！



お正月グッズ③

※価格はすべて税込み表記です。

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

■大切なペットと一緒に楽しめる
「#036PETS」のお正月アイテム

オリジナルのペットグッズシリーズ「#036PETS（オーサムペッツ）」より、
大切なペットも一緒になってお正月シーズンを楽しめるグッズが登場！
SNS映えする撮影や、年賀状作成に役立つこと間違いなしのアイテムを
多数ラインナップしております。

■クスッと笑える小粋なポチ袋

和柄ながらポップなデザインのポチ袋は、オーサムストアらしく遊び心満載！
新年のご挨拶にクスッと笑えるオシャレなポチ袋をぜひご利用ください。

「ポチ袋 宝船」
価格：107円、6枚入り

「ペット 着物 袴」
（S、M）

価格：各1,078円

「ペット 着物 椿 ブルーレッド」
（S、M）

価格：各1,078円

「ペット ヘッドギア」
（ウサギ、獅子舞）

価格：各649円
サイズ：小型～中型犬、猫

「ポチ袋 おせち」
価格：107円、6枚入り

「ポチ袋 富士山」
価格：107円、6枚入り

「ポチ袋 ウサギ」
価格：107円、6枚入り

「ペットロープトイ」
（鏡餅、ダルマ）
価格：各429円

サイズ：W10×D3.5×H11cm（鏡餅）
W9×D3.5×H10cm（ダルマ）

※Sサイズ着用

※11月順次入荷中！



※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11月4日現在、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、オンラインショップ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？

※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 03-6433-7860 ／ MOBILE 080-3028-3244（熊沢）
MAIL pr@awesome-as.jp

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町32-7 HULIC＆New UDAGAWA 2F
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