
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、秋のファッション小物の新作を、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デザイン性が高いオリジナルアイテムとなっ
ております。

■概要
残暑が明け、いよいよ秋を感じる時期に。それでもまだまだ暑い日は続く予報で、すべてを秋服にチェンジするのは、

もう少しかかりそう。そんな時は、面積が狭い小物から季節を取り入れていくのがオススメです！今回はAWESOME
STOREの新作アイテムより、夏から秋コーデにアップデートしてくれる「+1」ファッション小物類をご紹介いたします。
秋を感じさせるコーデュロイやウールのバッグ類、簡単に季節を取り入れられるキャップやアクセサリーなど、新作を

多数ラインナップ。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。

『秋ファッション アップデートアイテム』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200925.html
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株式会社レプレゼント

オーサムストアのプチプラ・ファッション小物で実現できる
秋コーデスタイルをご提案！

秋コーデに簡単アップデート！
夏から秋へシフトするための

「+１」ファッションアイテムが登場！

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 PR・販促課 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

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200925.html
mailto:pr@represent-as.jp


イヤリング 4002
CrossHoop L MGD

価格：690円

※価格はすべて税抜き表記です。 ※イヤリングは同型のピアスも展開しております。

【秋コーデ アップデート例①】

小物から秋を取り入れられる、新作のファッションアイテムが豊富に登場！
こちらでは「サーカス」や「ナイトカーニバル」をイメージしたデザインのバッ
グやポーチをはじめ、秋らしい素材感のコーデュロイキャップやアクセサリーを
コーディネート例としてご紹介いたします。

新作ファッションアイテム

イヤリング 2002
EmMqHoop KA
価格：690円

2wayコーデュロイトートバッグ NV
価格：1,280円

サイズ：W35×H40×D4.5cm
トートと巾着と2wayで表情を楽しめるバッグ。
マチの仕様に拘り、持った時の底のフォルムが
丸みのある形状になるよう仕立ててあります。

ティッシュポーチ GR
価格：490円

サイズ：W13×H10cm
ポケットティッシュ用ポケットが
付いたポーチ。ロゴは刺繍です。

キー&コインポーチ Ticket
価格：490円

サイズ：W9×H13cm
ICカードやコイン、鍵など

外出時の必需品をまとめられるポーチ。

コーデュロイ
2wayショルダーバッグ

価格：980円
サイズ：W22×H25cm

ストラップが脱着式のため、
巾着、ショルダーとして使用可能。

コーデュロイキャップ Step
価格：890円

サイズ：56～58cm（頭囲）

コーデュロイキャップ Charleston
価格：890円

サイズ：56～58cm（頭囲）

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 PR・販促課 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
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【秋コーデ アップデート例②】

温かみ溢れる素材感のファッション小物で、秋を取り入れましょう！こちらでは
ほどよい大きさ＆2wayで便利なウール混トートバッグや、スエード素材のキャッ
プをご紹介。アクセサリーを含めたコーディネート画像と併せて、ご覧ください。

イヤリング 9091
Hoop Hr IV
価格：590円

イヤリング 5002
BigLeaf GD
価格：590円

2wayトートバッグ Check
価格：1,280円

サイズ：W20×H20×D15cm
長さの違うハンドルが2種類付いている、肩掛けと

肘掛けの2wayで楽しめるトートバッグ。
温かみのあるウール混のチェック柄です。

2wayトートバッグ BE
価格：1,280円

サイズ：W20×H20×D15cm
上記と同型のトートバッグ。タグと色味を合わせた
ハンドルがデザインのポイントになっています。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 PR・販促課 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。 ※イヤリングは同型のピアスも展開しております。

スエードキャップ Admit One
価格：890円

サイズ：56～58cm（頭囲）

新作ファッションアイテム
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温かみ溢れる素材のヘアバンドやバンダナなど、新作のファッションアイテム＆アクセサリーをご紹介。デザインはもちろん、
「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力です！

イヤリング 3002 
2LineHoop GD
価格：590円

イヤリング 1191
P BigFl

価格：690円

ネックレス CH 7061 2Sq 2CP GD
価格：390円

サイズ：全長47cm （モチーフ：W2.7×H2.7cm）

ヘアアレンジ アイテム

その他 新作ファッション小物

シンプルな基本の使い方です。

髪をゴムで結んだあと
ワイヤーを毛束に巻きつけていきます。

ヘアピンなどでさらにアレンジしてもOK！
ワイヤーポニー各種
価格：各490円

コーデュロイ
ヘアバンド GY
価格：690円

スエード
ヘアバンド
価格：690円

バンダナ（Cabaret、Carnival）
価格：各190円

大胆で迫力あるグラフィックが描かれたバンダナ。四隅のデザ
インにも拘り、結んだ時までおしゃれに仕上がります！

イヤリング Er 6081 
Sand 4Ci
価格：590円

髪に巻き付けるだけ！アレンジ自由自在なワイヤーポニー

ワイヤーポニーは、本体を折ったり曲げたりねじったり自由自在に変化を付けられるため、さまざまなヘアアレンジが楽しめる便利なアイテ
ムです。カラーはマスタードイエロー、アイボリー、フラワーの3色展開。使い方は本当にさまざま。ただ巻いたりねじるだけなど、これ1本
あるだけでヘアアレンジの幅もグッと広がります。朝の準備も簡単になるため、時短にもつながるのは嬉しいポイント！

巻き付けるだけじゃない！
リボン結びにしたワイヤーポニーに

バンダナを合わせて一気にトレンド感アップ！

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 PR・販促課 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。 ※イヤリングは同型のピアスも展開しております。

フランネルチェック ヘアバンド
価格：690円

温かみのあるフランネル生地のヘアバンド。
鮮やかなブルーラインが

配色のポイントとなっています。

基本編

結び目にワイヤーを通し、
髪と一緒に編み込みます。

余ったワイヤーは毛先に巻き付けるだけ。
ミディアムヘアでも簡単に
アレンジが可能です！

ミディアムヘア編

アレンジ上級編
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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9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 PR・販促課

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

https://www.awesomestore.jp/ext/storelist.html
https://www.awesomestore.jp/
https://www.instagram.com/awesomestore_jp/
https://twitter.com/awesomestore417
https://www.facebook.com/awesomestore.jp/
mailto:pr@represent-as.jp

