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オーサムストアのプチプラファッション雑貨で実現できる、
春夏プラスワンコーデ提案！

春夏のおすすめコーデ！
バッグ＆ポーチ、帽子やサンダルまで揃う
オーサムストアの新作ファッション雑貨

＜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（高橋）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

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：堀口康弘）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、新作となる春夏ファッション雑貨を、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
いよいよ本格的な春夏シーズンが到来！今回はAWESOME STOREの新作アイテムより、春夏のファッションコーデを

手軽に実現できる、プラスワンファッション小物類をご紹介。おすすめのスタイリングと共にご提案いたします。
メッシュ素材を使用したバッグ、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。

『春夏ファッション プラスワンコーディネート』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210415/
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【LOOK②】
春カラー小物でいつものコーデをアップデート

おすすめコーディネート

＜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（高橋）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

■オーサムストアで手軽に実現できる、春夏プラスワンコーデ提案！

春夏のファッションコーデを手軽に実現できる、オーサムストアの新作ファッション小物類をご紹介。プラスワンアイテムとして、おすす
めのスタイリングと共にご提案いたします！すべて「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力です！

【LOOK①】
トレンドのカーキ×ネイビーで魅せるワンランク上の春夏コーデ

コーデが軽やかになるネイビーのメッシュトート。今年はカーキ×ブルーの組み合わせが大正解。
トレンド感のある垢抜けコーデが完成します。

透け感のあるバッグはあえて中身をオープンに。オススメは配色感のある柄物やロゴアイテム。
細々したアイテムをそれぞれポーチにまとめてあげるとスッキリ&オシャレに決まります。

「メッシュ トートバッグ NV」
価格：759円

人気のメッシュ素材をトレンド感
のある配色でデザインしています。

「アクセサリーポーチ IV」
価格：539円

口元がバネタイプのポーチ。
ワンタッチで開閉が出来ます。

「ガーゼハンカチ Pretzel」
価格：275円

吸水性も抜群のガーゼとパイルの
2重構造のハンドタオルです。

「ナイロンキャップ BE」
価格：979円

シワ加工を施したナイロン素材と
刺繍ロゴがポイントです。

シンプルなワンツーコーデは小物で遊んで地味見え回避。
いつもの定番アイテムに鮮やかカラーの小物をさすだけで、あっというまに春仕様にアップデートできちゃいます。

中でもおすすめはプリントバンダナ。
際まで柄があるので、どんな結び方にしても柄がチラ見えしてとってもキュート。

「マクラメ トートバッグ IV」
価格：2,178円

ロゴ入りの巾着が付いていて、
合わせて使うと中が透けずに便利。

「巾着刺繍ポーチ GY」
価格：649円

シチリアをテーマに風景を
デザインした巾着型の刺繍ポーチ。

「バンダナ Hawaii Map」
価格：209円

ハワイのシティマップをモチーフ
にデザインしたバンダナです。

「コンビニエコバッグ Apple」
価格：187円

マチ付きでお弁当を買ったときな
どに便利なサイズのエコバッグ。

※価格はすべて税込表記です。
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「キャペリンハット DBE 」
価格：1,408円

ツバ広のハット。日差しを遮
るツバの広さがポイントです。
主張しすぎないピスネームが
アクセントになっています。

「バケットハット NV 」
価格：979円

ワンポイントの刺繍がおしゃ
れなバケットハットです。
ベーシックな形状なので普段
使いしやすいアイテムです。

※価格はすべて税込表記です。

＜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（高橋）
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新作ファッション雑貨①

■バッグ／ポーチ

■帽子 ■サンダル

「ジムサック Brooklyn 」
価格：1,078円

ブルックリンの公園をテーマにデザインし
たジムサック。スポーツシーンはもちろん

普段使いにもおすすめです。

「巾着ショルダーバッグ」
価格：1,408円

人気の巾着型をカジュアルなデザインに仕
上げました。ブラックに青のタグが効いた

デザインとなっています。

「メッシュトートバッグ」
価格：649円

NYにあるサポンショップのロゴを
イメージした大きめのラベルが
ポイントのメッシュトートです。

「メッシュポーチ OR S」
価格：319円

ファスナーカラーが効いた
デザインのポーチです。

「メッシュポーチ NV M」
価格：429円

メッシュ素材なので、
汚れにくく、軽いので

使い勝手の良いアイテム。

「トートバッグ Border」
価格：1,078円

毎年人気の形のロープハンドルのトートに
配色のボーダーが新登場です。
大人っぽい配色が使いやすい
デザインとなっています。

「ポシェット Ortega 」
価格：1,078円

爽やかな配色のテープを重ね
たデザインで、コーディネー
トのアクセントにピッタリの

デザインです。

「巾着刺繍ポーチ フラット BE」
価格：649円

セブ島をテーマに、風景を
デザインした刺繍ポーチです。

「フリルサンダル 各種」
価格：各1,078円／サイズ：約22.5～24.5㎝

屋内ではサンダルとして、室内ではスリッパとして
使用して頂くのもおすすめです。
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＜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（高橋）
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「ミニタオル
Zebra、Chicken、Lemon」

価格：各209円
サイズ：約22×22cm

様々なモチーフを大胆にレイア
ウトしたミニタオルです。大人
もお子様も使えるような色合い

に仕上げました。

新作ファッション雑貨②

■タオル／バンダナ

■エコバッグ各種

「ガーゼハンカチ Carlisle、Stationery」
価格：各275円／サイズ：約27×27cm

吸水性も抜群のガーゼとパイルの2重構造。
シックで大人カジュアルなデザインで、ユニセックスで使えます。

「バンダナ Santa Fe」
価格：209円

サイズ：約48×48cm
サンタフェの街をモチーフ
にデザインしたバンダナ。
折り畳んでいる時にも、
枠のネイティブ柄が
オシャレです。

「エコバッグ M
Apple、Chicken、Coffee」

価格：各209円
容量：約12L

コンパクトに折りたためる
持ち運びに便利な、

人気エコバッグの新柄3種です。

「コンビニエコバッグ
Apple、Chicken、Coffee」
価格：各187円／容量：約5L
少量のお買物をしたとき、コン
ビニなどでお弁当を買ったとき
などにサッと取り出して使える
とても便利なエコバッグです。

※価格はすべて税込表記です。
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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、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、60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。
※2021年4月15日現在

■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？

※表参道店舗外観

＜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（高橋）
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
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