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人気人気人気人気モデルユニットモデルユニットモデルユニットモデルユニット AMAMAMAMOOOOYAMOYAMOYAMOYAMO とのとのとのとのスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルコラボコラボコラボコラボ企画企画企画企画    

CMCMCMCM・・・・商品商品商品商品・・・・店頭店頭店頭店頭イベントイベントイベントイベントをををを展開展開展開展開    

    

■■■■新新新新 CMCMCMCM をををを 9999 月月月月 12121212 日日日日（（（（木木木木））））よりよりよりより放送放送放送放送スタートスタートスタートスタート    

■秋秋秋秋のののの新作新作新作新作コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション商品商品商品商品    9999 月月月月 13131313 日日日日（（（（金金金金））））よりよりよりより発売開始発売開始発売開始発売開始    

■■■■全国全国全国全国 6666 都市都市都市都市ののののイーハイフンイーハイフンイーハイフンイーハイフン店舗店舗店舗店舗にてにてにてにて本人登場本人登場本人登場本人登場イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催決定決定決定決定    

    

株式会社クロスカンパニー（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：石川康晴）の主力ブランド「E hyphen world 

gallery（イーハイフンワールドギャラリー）」（以下、イーハイフン）は、原宿系カリスマモデルユニット AMOYAMO さん

との様々なコラボレーション企画を今秋展開いたします。 

 

本企画は CM・商品・イベントと、3 段階の展開を予定しており、まず、今回二回目となる AMOYAMO さん出演の 

新 CM「巨大 AMOYAMO」篇を 9 月 12 日（木）より放送を開始し、続いて、AMO さん、AYAMO さんそれぞれがプロ  

デュースした CM 着用アイテムであるコラボレーション商品を、9 月 13 日（金）より発売いたします。 

また、本 CM のために書き下ろされた AMOYAMO さんが歌う CM 曲「FLASH」が収録されるファーストアルバム（10

月 30 日発売）の予約イベントを、全国 6 都市のイーハイフン店舗にて実施いたします。本イベントではイーハイフン

にてアルバムの先行予約を実施し、予約いただいたお客様を対象に、CD1 枚予約で AMOYAMO さんからのサイン

色紙お渡し会、初回盤と通常盤の 2 枚予約でサイン色紙お渡しに加えて AMOYAMO さんとの 3 ショットチェキ撮影会を

開催するイーハイフン限定の特別企画となっております。 

 

イーハイフンでは、人気モデルユニット AMOYAMO さんとコラボレーションしたさまざまな企画を展開し、ファッショ

ンを通じてお客様へエンターテインメントを提供していきたいと考えております。 

    

    

■■■■    AMOYAMOAMOYAMOAMOYAMOAMOYAMO コラボコラボコラボコラボレーションレーションレーションレーション商品概要商品概要商品概要商品概要    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AMOAMOAMOAMO さんさんさんさんコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション商品商品商品商品    AYAMOAYAMOAYAMOAYAMO さんさんさんさんコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション商品商品商品商品    



■■■■    AMOYAMOAMOYAMOAMOYAMOAMOYAMO コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション商品概要商品概要商品概要商品概要    

○○○○AMOAMOAMOAMO さんさんさんさんコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション商品商品商品商品    

【【【【フリルカラーワンピースフリルカラーワンピースフリルカラーワンピースフリルカラーワンピース】】】】    

襟裾にタックフリルをプラスしたガーリー感たっぷりの 

ワンピース。フロントに 2 本のダーツを入れることで切替え 

なしでフレア感を作っているので、綺麗な A ラインの 

シルエットに仕上がっています。 

セットで胸元にレースをプラスしたインナーキャミソールが 

付いています。 

 

価格 ：\4,998（税込） 

カラー ：Off White/Light Pink/Lavender 

サイズ ：Free 

    

○○○○AYAMOAYAMOAYAMOAYAMO さんさんさんさんコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション商品商品商品商品    

【【【【スウィートワンピーススウィートワンピーススウィートワンピーススウィートワンピース】】】】    

フードを大きくとったパーカーワンピース。 

胸元には『WARP』のロゴが入っており、ボディーカラーに 

よって、プリントカラーは異なります。 

一緒に合わせるミリタリーブルゾンとの丈バランスが 

絶妙な 1 枚。 

 

価格 ：\4,998（税込） 

カラー ：Bordeaux/Gray Mixture/Black 

サイズ ：Free 

 

■■■■    CMCMCMCM 概要概要概要概要    

原宿の街に、巨大化した AMO さんと AYAMO さんが登場する、 

という今回の新 CM は、ソフトクリームとカラフルなお菓子を 

使った演出が、イーハイフンらしい遊び心あふれる世界観を 

表現しています。 

 

新 CM ：2013 秋 「巨大 AMOYAMO」篇（15 秒／30 秒） 

放送日 ：9 月 12 日（木）～9 月 22 日（日） 

放送地域 ：関東ローカル 

CM 曲 ：「FLASH」   

歌：AMOYAMO  

歌詞：Uki / 作曲・編曲：渡辺未来 

       発売日：10 月 30 日 

ファーストアルバム『FLASH』に収録    

 

 

■■■■    E hyphen world galleryE hyphen world galleryE hyphen world galleryE hyphen world gallery    ××××    AMOYAMO AMOYAMO AMOYAMO AMOYAMO 『『『『FLASHFLASHFLASHFLASH』』』』    先行予約先行予約先行予約先行予約イベントイベントイベントイベント    

新CMのために書き下ろされた新曲「FLASH」が収録されたファーストアルバム『FLASH』が10月30日に発売されます。 

発売を記念して、ご本人も登場するイーハイフンとのコラボレーションイベントが開催されます。 

 

全国 6 都市のイーハイフン店舗（下記、店舗参照）にて、アルバムの先行予約イベントを 10 月 12 日より開始いたします。

先行予約イベントにて予約をしていただいたお客様を対象に、店舗で開催されるスペシャルイベントにご招待いたしま

す。イベントでは、CD1 枚予約でAMOYAMO さんからのサイン色紙のお渡し、初回盤と通常盤の2 枚予約でサイン色紙

お渡しに加えて AMOYAMO さんとの 3 ショットチェキ撮影会を実施予定です。 

 

実施店舗・予定日 ：10 月 12 日（土）ラフォーレ原宿店／10 月 13 日（日）札幌パルコ店 

10 月 14 日（月・祝）仙台エスパル店／10 月 19 日（土）福岡ソラリアプラザ店 

10 月 26 日（土）梅田 HEP FIVE 店／10 月 27 日（日）名古屋パルコ店 

先行予約即売会 ：CD1 枚予約で AMOYAMO さんからのサイン色紙お渡し会、初回盤と通常盤の 2 枚予約で 

サイン色紙お渡しに加えて AMOYAMO さんとの 3 ショットチェキ撮影会 

 

※イベント実施店舗・実施日は変更になる場合がございます。 

ブランド公式サイト（http://www.ehyphen.jp/）より、詳細はご確認下さい。 

【【【【チェリーチェリーチェリーチェリー柄柄柄柄クルーカーディガンクルーカーディガンクルーカーディガンクルーカーディガン】】】】    

全面にチェリーがプリントされたクルーカーディガン。 

ベーシックな型なので、さまざまなアイテムとも相性抜

群。一緒に合わせるワンピースの衿が綺麗に見えるよ

うに襟ぐりの開きにこだわりました。 

AMO さんらしいガーリーな１枚。 

 

価格 ：\3,990（税込） 

カラー ：Off White/Sax/Lavender 

サイズ ：Free 

【【【【ミリタリーブルゾンミリタリーブルゾンミリタリーブルゾンミリタリーブルゾン】】】】    

程良く加工の入ったミリタリーブルゾン。胸元には、刺繍

入りパッチがついています。ポケットに手が入れやすい

ように下のポケットはボタンはつけていません。AYAMO

さんのこだわりで、ロールアップしやすいようにカフスは

ボタン開きの仕様になっています。 

 

価格 ：￥5,995（税込） 

カラー ：Bordeaux/Camouflage/Black 

サイズ ：Free 

「巨大 AYAMO」篇（30 秒 ver）CM カット画像 



■■■■    E hyphen world galleryE hyphen world galleryE hyphen world galleryE hyphen world gallery ブランドブランドブランドブランド概要概要概要概要    

・・・・ブランドコンセプトブランドコンセプトブランドコンセプトブランドコンセプト    

「Girly&Manish」をテーマにデザイン、ディテールにこだわりをもった遊び心あふれる個性的なアイテムが 

豊富に揃う。女の子が持つ「可愛いらしさ」「格好良さ」の２面性を表現するリアルクローズなブランド。 

・・・・メインターゲットメインターゲットメインターゲットメインターゲット    

16～24 歳 女性  

http://www.ehyphen.jp/ 

        

（（（（参考参考参考参考））））    

AMOAMOAMOAMOYAMOYAMOYAMOYAMO    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

リアル原宿カルチャーを代表するカリスマモデル AMO と AYAMO によるユニット。 

 

ともに青文字系ファッション雑誌「Zipper」のモデルとして 

ティーンを中心に絶大な支持を集めると、近年ではモデル活動に 

加えて、ファッションブランドとのコラボ商品開発や店舗内装 

プロデュース等も手掛けている。 

2012 年 7 月に Tommy（the brilliant green/Tommyfebruary6/ 

Tommy heavenly6）のプロデュースによりユニットとして音楽活動を 

スタート。 

同年 8 月にプレデビューミニアルバム「A☆M☆O☆Y★A★M★O」 

をリリース、同年１０月には「LET’S GO OUT」でファン待望の 

メジャーデビューを果たした。 

2013 年もその勢いはとどまることを知らず、3 月 27 日には 

2 n d 両 A 面シングル「L I V E／M A G I C」を発売。 

10 月 30 日にはメジャーファーストアルバム「FLASH」の発売が決定している。 

    

 


