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「2022年下半期ランキング」
オーサムストアの旬な人気部門3カテゴリーより

それぞれ”売れたBEST5”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 03-6433-7860 / 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、2022年下半期に売れたアイテムを3部門から、それぞれBEST5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、およびオンラインショップにて展開しており
ます。

■概要
2022年も残り2週間ちょっととなりました。そこで、オーサムストアでは前回の上半期ランキングに続き、2022年下

半期（2022年7月～12月9日集計）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。今回は、人気＆旬な3カテ
ゴリー【日用品】【ペット】【秋冬雑貨】より、それぞれのランキングBEST5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！？オーサムストアにお越しの際、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、またはオンラインショップにて、ランキング
も合わせてチェックしてみてください。

『2022年下半期コレ売れました！』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t221215/

2022年下半期「コレ売れました！」
【日用品】【ペット】【秋冬雑貨】部門より発表！

https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t221215/
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※価格はすべて税込み表記です。

下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

「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

食材の保管だけでなく、小物の収納までできることから、
上半期に続き堂々のランクイン！

二重ジッパーの機能性、かわいいデザインが大人気！

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、
セットでのご購入も多く、こちらも前回に続き堂々のランクイン！

第3位 ポリ袋 30P（Peanuts、Tomato）

第4位 冷蔵庫用 脱臭剤 第5位 ショッピングバスケット S、M

「ポリ袋 30P」
（Peanuts、Tomato）

価格：各165円
サイズ：W20×H30cm

30枚入り

おやつを入れたり、ちょっとしたおすそ分け用の袋としても大活躍！
キッチンに置いてあったら何かと便利なキュートな消耗品です。

入荷後即完売し、一時は幻のアイテムに！？
遊び心あるパッケージデザインが魅力的なアイテムです。

「冷蔵庫用 脱臭剤」
価格：209円

内容量：150ｇ
対応サイズ：中型・大型冷蔵庫450Lまで

使用期間：約5～6ヶ月

「ショッピングバスケット S、M」
（ブルー、オレンジ）

価格：979円（S）、1,408円（M）
サイズ：W37.5×D26×H21cm（S）

W48×D32.5×H25.5cm（M）

見せる収納としておすすめ！お部屋はもちろん、車や
アウトドアシーンなどでも大活躍！マイカゴとしてお買物に使われる方も！
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※価格はすべて税込み表記です。

下半期コレ売れました！
ー ペット部門 ー

「犬のおやつ」（ブルーベリー＆チキン、ミックスキューブ、モチモチチーズ、
鶏ささみスライス、牛肉ジャーキー、チーズ蒸しパン）

「猫のおやつ」（鶏ささみスティック、鶏ささみスライス、 焼きかま）
価格：各132円

「ペット フードマット」
（Let‘s Eat、Strength）

価格：各759円
サイズ：W45×H30cm

第1位 犬のおやつ・猫のおやつ

第2位 ペット フードマット

ご褒美のおやつやプレゼントに最適なサイズ感！
パッケージがかわいいことから手土産として大好評です！

クッション性・撥水素材を兼ね備えたマット！
ポップなデザインが映えると人気のアイテムです。

第3位 キャット ボールトラックトイ

第4位 ペット ウェットティッシュ 80枚入 第5位 ペット おやつボールトイ グリーン

「キャット ボールトラックトイ」
価格：759円

サイズ：φ24×H7.5cm（本体）
W10×H24cm（バネの玩具）

猫の運動不足解消・ストレス発散などにおすすめ！
定番おもちゃが安定のランクイン！

レトロな雰囲気のパッケージが魅力！
アルコール不使用・無香料なので、安心してお使いいただけます。

「ペット ウェットティッシュ 80枚入」
価格：209円

サイズ：W19×H14cm

「ペット おやつボールトイ グリーン」
価格：649円

サイズ：φ6cm、約80g

わんちゃんもつい夢中に！？遊びながら知育トレーニングや
デンタルケアができるボールトイです。

みなさまオーサムストアのオリジナルペットグッズ「#036PETS」シリーズをご存じでしょうか？
専門店にも負けず劣らずのアイテムを幅広く取り揃えております。ワンちゃん・ネコ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…！？
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※価格はすべて税込み表記です。

下半期コレ売れました！
ー 秋冬雑貨部門 ー

「バスソルト」
（KUTSUROGI薬用風呂、MILKY BATH、 MILKY BATH、温汗風呂）

価格：各132円

「炭酸水素バスタブレット Blue Soda」「泡美肌バブルバス Rose Bouquet」
価格：各165円

「コーデュロイ ボアブランケット」
「キルティングブランケット」

「フリースブランケット」
価格：1,408～2,178円

第1位 入浴剤

第2位 ブランケット

おしゃれなパッケージデザインや価格の安さはもちろん、
効能も申し分ありません！

プチギフトにおすすめなアイテムとして大人気！

豊富なサイズや素材からお好みで選べるブランケットシリーズ。
自宅・オフィスやアウトドアなど、男女問わず使いやすいデザインです！

第3位 ハンドクリーム（30g、100g）

第4位 湯たんぽ（グレー、ブラウン） 第5位 コーデュロイ イヤーマフ

「ハンドクリーム 30g・100g」
（シトラス、リリー、ホワイトムスク）
価格：209円（30g）、319円（100g）

ポーチに入れやすい30gサイズは持ち運びにも便利！
プチギフトとしてもこの時期おすすめなアイテムです。

抱きかかえるのにちょうど良いサイズ感が人気！
節電対策にも効果的、今季注目のアイテムです！

「湯たんぽ」（グレー、ブラウン）
価格：各1,738円

サイズ：W16×D4.5×H26.5cm
容量：約700ml（満水時）

「コーデュロイ イヤーマフ」
（ベージュ、オレンジ、ダークグレー）

価格：各979円
サイズ：φ11cm（耳あて部）

W5cm（アーム部）
※アームの長さは調整可能

持ち運びやすいコンパクトさと、男女ともに着用可能なサイズ感が魅力！
ペアでの着用もおすすめです！

12月もあと少し…。いよいよ寒い今日この頃、みなさんの関心は”あったか雑貨”なのではないでしょうか？
そこで、下半期の秋冬雑貨をピックアップ！中でもランクインした人気商品とは…！？



※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12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
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