
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、低価格ながらデザイン性が高いビーチ
グッズの新作を、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。

■概要
いよいよ本格的な夏が到来！今回はAWESOME STOREのバラエティに富んだ様々なアイテムの中から、

カラフルなカラーリングで気分を盛り上げてくれる「ビーチグッズ」の新作を厳選してご紹介いたします。
他には無いデザインが魅力の浮き輪やボートといった水遊び道具、SNS映えする写真が撮れそうなポップ

なデザインの大判タオル、メンズ／レディース／キッズサイズが揃うカラフルなデザインのビーチサンダル
といったファッションアイテムなど、新作を多数ラインナップ。さらに、ご自宅のお庭やベランダなどで
「おうちでビーチ」気分が楽しめるアイテムもご用意しております。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です。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。

『新作ビーチグッズ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200722.html

2020年7月22日
株式会社レプレゼント

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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

SNS映えするデザインのアイテムが多数ラインナップ！
ビーチグッズは「オーサムストア」でリーズナブルに揃えよう

おうちでビーチ気分を味わえるアイテムも！
気分が上がるデザインのビーチグッズで

夏をさらに楽しもう！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200722.html
mailto:pr@represent-as.jp


※価格はすべて税抜き表記です。

ビーチグッズ

＜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

おうちビーチを
楽しもう！

ラウンドタオル Record
価格：1,280円

サイズ：Φ150cm

スイミングボート Popcorn
価格：1,280円

サイズ：W80×H130×D11cm

■ビーチやプールで活躍する水遊びグッズ＆大判タオル！

お子様はもちろん、大人でも使えるデザインの水遊びグッズや、大判の
タオルなど、大胆でポップなデザインのアイテムをご用意。また元気な
Aloha柄の簡易プールもあるので、自宅にいながらビーチ気分を楽しめ
ます！

浮き輪 Gumball
価格：490円

サイズ：約Φ80×H19cm

ビーチボール Gumball
価格：290円

サイズ：約Φ40×H36cm

Kids プール Aloha
価格：1,480円

サイズ：Φ115×H22cm

ビーチタオル（Toucan、California）
価格：各980円

サイズ：W140×H70cm

ラウンドタオル Tile
価格：1,280円

サイズ：Φ150cm

砂場遊びセット 7pcs
価格：390円

公園やビーチなどでの砂遊びにぴったりの
カラフルなおもちゃ7個セット。

アロハ柄の簡易プール。
他のアイテムと併せて、
お庭やベランダなどで
手軽にビーチ気分を
楽しみましょう！
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■定番のビーチサンダルもオーサムテイストに！

ビーチサンダル L Toucan
価格：290円

サイズ：25.5～26.5cm

ビーチサンダル M（Pineapple、Flamingo）
価格：各290円

サイズ：23.5～24.5cm

ビーチサンダル Kids（Toucan、Pineapple）
価格：各290円

サイズ：17.5～18.5cm

熱くなったプールサイドや砂浜から足を守るビーチサン
ダル。AWESOME STOREならではのデザインで登場で
す。レディース、キッズ、メンズがあるので、家族や
カップル、お揃いで楽しみましょう！

※価格はすべて税抜き表記です。

■ビーチで映えるファッション小物

ビーチやプールサイドのさまざまなシーンで活躍してくれる
ファッション雑貨を集めてみました。インパクト大のデザインな
がら使えるアイテムで、他の人と差をつけましょう！

ファッション

スマホ用防滴ポーチ（Hibiscus、Note）
価格：各290円

スマホを水から守ってくれる防滴のポーチ。
入れたまま操作が可能です。

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

Pool トートバッグ
価格：590円

サイズ： W35×H27×D12cm
プールや海へ行くときに
便利なトートバッグ。

サングラス Mirror RD
価格：490円

サングラス Sirmont GY
価格：590円

サングラス Sirmont GR
価格：590円

サングラス Mirror BL
価格：490円

サングラス Mirror BK
価格：490円
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■プールサイドや砂浜で使えるアウトドアグッズ！

砂浜やプールサイドで使えるアウトドアグッズをご紹介！炎天下の日差しを避けるためのポップアップテントは、海＆プールだ
けでなく、レジャーやピクニックなどでも日よけとして活躍。コンパクトで設置も簡単です。またマットやチェア、クーラー
ボックスなど、ビーチでの時間を快適にしてくれるアイテムを集めてみました。

＜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。

ビーチ＆プールで使えるアウトドアグッズ

ポップアップテント Starry L
価格：4,980円

組立時：W195cm×D150cm×H130cm
収納時：直径57cm

ポップアップテント Starry
価格：3,480円

組立時：W150cm×D160cm×H105cm
収納時：直径47cm

涼し気なネイビーに
星座柄が一面に広が

るデザイン。
中に入って見上げる
と気分も上がります。

ソフトクーラーボックス Outside 15L
価格：980円

たっぷり入れられる
ソフトタイプの保冷バッグです。

アウトドアナップマップ
価格：1,680円

サイズ：W60×H175cm
枕付きのお昼寝マット。丸めて括れて

持ち運びが出来る紐付きです。

フォールディング シート クッション
（レッド、ネイビー）

価格：各290円
サイズ：W40×D30×H1.5cm

左）クーラーボックス Freshen 30L
価格：3,980円／サイズ：W45.5×H44×D29cm

右）クーラーボックス Freshen 15L
価格：1,980円／サイズ：W36×H33×D22.5cm

ハンドルを手前に倒すことで、
ふたをロックできます。

エアチェア
価格：1,980円

サイズ：W80×D110×H58cm
風を中に送りこむだけで

ふかふかのチェアになります。

30Lには、排水栓付き！
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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7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
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