
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、いつものコーデにひとつプラスするだけで、一足先に春を感じられ
る新作アクセサリーを、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインストア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
まだまだ寒い日が続き、マスクも必須な毎日のため、コーディネートも重くなりがち…。AWESOME STOREでは、そ

んな今だからこそ楽しめるファッションアイテムとして、春の新作アクセサリーを発売中です。デザイナーおすすめのス
タイリングと共にご紹介いたします。
草花などの自然をモチーフとしたピアスやイヤリング、爽やかなパステルカラーを基調としたヘアクリップやヘアピン、

手元を華やかに彩るリングやブレスレット、結んだ髪につけるだけのポニーフックにも、春カラーが登場！今季のトレン
ドである、エレガントかつストレスフリーでリラックス感のあるデザインに、「春らしさ」をプラスしたラインナップと
なっております。すべて、AWESOME STOREならではの、オリジナルデザインです。
ぜひお近くの店舗、またはオンラインストアをご利用ください。

『春の新作アクセサリー』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/pages/topic210225.aspx

2021年2月25日
株式会社レプレゼント

いつものコーデに旬なアクセをプラスして
春をさきどりしよう！

「オーサムストア」の新作アクセサリー特集！

＜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、伊藤 杏奈

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

春の訪れを感じさせる、
爽やかな新作アクセサリー&おすすめスタイルをご提案！

https://www.awesomestore.jp/store/pages/topic210225.aspx
mailto:pr@represent-as.jp


2月の新作アクセサリー

※価格はすべて税抜き表記です。

ピアス 2012 2Line 2EmFl P IV
価格：590円

小さなホワイトのフラワーに
パールが付いたフックピアス。

春の訪れが待ち遠しくなるような、スタイル別・新作アクセサリー！

＜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、伊藤 杏奈

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

■COMFORT STYLE

ラフに仕上げるのが、今年らしい ！
はさむだけでアレンジが決まるクリップに、

ヘアピンやピアスをプラスして
自分らしいコーディネートを楽しんでみて！

大人上品なスタイルがお好きな方に！
結んだ髪に挿すだけで、

アレンジが完成するポニーフック。
毛先を緩く巻くとアレンジ上級者にみえる！

■SMART CLASSY STYLE

イヤリング 2012 2Line 2EmFl P IV
価格：690円

小さなホワイトのフラワーに
パールが付いたイヤリング。

ヘアピン 2012 RCline 3GD MLBL
価格：490円

くすみカラーが目を惹くヘアクリップに
使いやすいゴールドのヘアピン３本セット。

クリップ 2012 ShlaceA BL
価格：690円

シェルのような可憐なシルエット。

ポニーフック 2012 LtRc Code IV
価格：590円

身につけるだけで後ろ姿にこなれ感を
プラスしてくれる万能ポニーフック。
シンプルながらもレザー調の高級感と

細身のスエード調リボンです。

ヘアピン 2012 2Wave 2GD GRBL
価格：490円

ウェーブ型のカラーピン2本に、
ゴールドのヘアピン2本セット。

重ね付けはもちろん、
その日の気分でカラーを選ぶのも

おすすめです！

ピアス 2012 HookDrop L GD
価格：490円

しずくのような形が美しい、
シンプルなフープピアス。

柔らかな弧を描いたラインが、
耳元に女性らしさをプラスします。

身に着けただけで心まで晴れやかになるようなデザインの新作アクセサリーを、
4つのスタイルと共にご紹介いたします。
お仕事の日でも使いやすいアイテムから、

いつもよりおしゃれを楽しみたい週末のお出かけなどに、取り入れて頂きたいアイテムまで！
デザイナーからのおすすめポイントも一緒にご紹介いたします。

“Relax Breeze Accessories”

mailto:pr@represent-as.jp


2月の新作アクセサリー

※価格はすべて税抜き表記です。

＜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、伊藤 杏奈

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

■HAPPY WEEKEND STYLE

休日は思い切り元気に楽しみたい！
アップスタイルにオススメなのが
ボリュームのあるリボンヘア。

ゴム大ぶりヘアアクセで若々しくカジュアルな印象に！

手元のオシャレもぬかりなく！
単品はもちろん重ね付けが今っぽい！

春服に代わる今こそ、
手元のコーディネートを楽しんで！

■SMART CLASSY STYLE

ピアス 2012 FlP LeafHoop
価格：490円

リースのようにつながった
葉がモチーフのピアス。

リング 2012 WideEp IVCL
価格：490円

シアーカラーのリング。
イヤーカフとしても楽しめる
2Way仕様のアイテムです!

ピンキーリング 2012 6Ov 10J
価格：490円

ビジューがきらめいて上品な印象を
与えてくれるピンキーリング。
イヤーカフとしても楽しめる
2Way仕様のアイテムです!

ポニー 2012 Rb Tiedye BL
価格：590円

爽やかなデニムカラーのタイダイ柄。
ポニーテールやお団子スタイルなど、
様々なヘアアレンジでお楽しみ

いただけます。

ブレスレット 2012 CH PCH
価格：490円

小ぶりなパールとシンプルな
チェーンを組み合わせた
二連ブレスレット。

リング 2012 WideEp Tscl
価格：490円

シアーカラーのリング。
イヤーカフとしても楽しめる
2Way仕様のアイテムです!

リング 2012 2lineLace GD
価格：290円
レースのように

ツイストしたラインが、
女性らしい印象を与えてくれます。

ピンキーリング 2012 6Ov 10J
価格：490円

ビジューがきらめいて、
上品な印象を与えてくれる

ピンキーリング。
手元をさりげなく

印象付けてくれるアイテムです。

リング 2012 WideEp IVCL
価格：490円

シアーカラーのリング。
イヤーカフとしても楽しめる
2Way仕様のアイテムです!

mailto:pr@represent-as.jp


※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。
※2021年2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？

※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、伊藤 杏奈

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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