
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、オリジナルのペット
グッズ「#036PETS（オーサムペッツ）」シリーズの秋冬向け新作を 、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
AWESOME STORE（オーサムストア）の、オリジナルペットグッズ「#036PETS（オーサムペッツ） 」シリー

ズ。2020年秋冬の新作として、キュートなデザインのアウターやニット帽といったウェア類、SNS映えする日用品
や楽しく遊べるトイグッズ、さらにハロウィーン向けのコスチュームなど、驚きの価格帯で展開中です。秋冬も、大
好きなペットとの生活をさらに豊かにしてくれるラインナップとなっております。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。

またオーサムストアのハロウィーングッズを使用した画像をインスタグラムに投稿することで参加できる
『AWESOME！フォトコンテスト～ハロウィーン～』を開催しております。詳細は下記、特設ページをご参照くださ
い。

『#036PETS 秋冬新作アイテム』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature201015.html

第3回『AWESOME！フォトコンテスト～ハロウィーン～』特設ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/photo_contest03.html

2020年10月15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

ペットとの大切な時間を快適に過ごせる、秋冬アイテムが充実！

大切なペットとの時間をさらに豊かにしてくれる
オーサムストアのペットグッズ 秋冬の新作アイテムが登場！

～まだ間に合う！キュートなハロウィーングッズもご紹介！ ～

https://www.awesomestore.jp/ext/feature201015.html
https://www.awesomestore.jp/ext/photo_contest03.html
mailto:pr@represent-as.jp


商品例

※価格はすべて税抜き表記です。

■見た目もキュートなファッション小物

秋冬ファッションのアクセントになりそうなファッションアイテムが登場。ポップ
なバイカラーのニットキャップとニットマフラーで、コーディネートをお楽しみく
ださい。

＜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

Pet ニットマフラー（RDGY、GRYE）
価格：各490円
サイズ：S、M

バイカラーがかわいいニットマフラー。
ニットキャップの色味とリンクしていて

コーディネートを楽しめます。

■秋冬のおしゃれが楽しめるファッションウェア

秋冬のおしゃれを楽しむために欠かせない、アウター系のファッショ
ンウェアが充実！カレッジ風デザインのフーディ― 、宇宙服をイメー
ジしたダウンベストなど、幅広くご用意いたしました。

Pet パーカー University
価格：790～850円
サイズ：S、M、L

海外のカレッジTシャツをイメージしたパーカー。
ロゴとリブのポイントカラーがラフなおしゃれを楽しめます。

Pet ニットウェア RD
価格：790円
サイズ：S、M

ワンポイントになるおしゃれなタグのついたニットウェア。
合わせやすいボルドーのカラーと編み方で秋冬のおしゃれを楽しめます。

Pet ダウンベスト Space
価格：980円
サイズ：S、M

宇宙服をイメージした
ペット用のダウンベスト。
元気なオレンジカラーに

惑星モチーフのロゴがポイントです。

Pet ボアベスト GYGR
価格：1,280円
サイズ：S、M

もこもこあったか生地のボアベスト。
実際に物を入れられる

タグがついた小さなポケットが
アクセントになっています。

Pet ニットキャップ（RDGY、GRYE）
価格：各690円
サイズ：S、M

アメリカンキッズが身に着けているような、
ポップなバイカラーがかわいいニット

キャップです。
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ペットフードストッカー
価格：980円

サイズ：約14L
袋のままペットフードを収納

できるストッカー。

商品例

※価格はすべて税抜き表記です。

■SNS映えするペットトイ！

お遊びグッズやお役立ちアイテムを、SNS映えするアイテムに仕上げま
した！ぜひ愛するペットが遊んでいる姿を写真に収めてください！

＜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

■キュートデザインのお食事系アイテム

オーサムストアらしい遊び心あふれるポップなデザインなが
ら、使い勝手まで考えたお食事系アイテムをご紹介。おやつ
やプレゼントに最適なペットフードも、豊富にラインナップ
いたしました。

「犬のおやつ」シリーズ

鶏ささみスライスモチモチチーズ 牛肉ジャーキー

アメリカンテイストなデザインの犬用フード。おやつやプレゼントに最適です。
全6種。価格：各98円

ブルーベリー＆チキン ミックスキューブチーズ蒸しパン

Pet フードボウル Harapeko
価格：590円

サイズ：W14.5×D15×H8 / 325ml

Pet フードボウル
（ブルー、イエロー）

価格：各790円
サイズ：W12×D12×H11cm / 約150ml

ペットが楽に食事ができるよう、
高さをつけたフードボウル。

Pet フードマット
（Strength、Let's Eat）

価格：各490円
サイズ：W45×H30cm

スイングスティック（Soccer、Basketball）
価格：各490円

ボールを装着して軽く振るだけで
ボールを遠くまで飛ばせます。

猫じゃらし Pizza
価格：190円

爪とぎ TV
価格：1,980円

サイズ：W43×D24×H36cm

キャット トイボール 4P
価格：390円

サイズ：Φ4cm（4個入り）

Pet フードボウル Strength
価格：590円

サイズ：W14.5×D15×H8 / 325ml

キャットトイ ボールトラック
価格：590円
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商品例

※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

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

■ペットベッドやエリザベスカラーなど
新作グッズが登場！

Pet ベッド Paint Can RD
価格：2,980円

ペンキ缶が倒れて塗料がこぼれたデザインのペットベッド。
柔らか素材で、マット部分は取り外しが可能です。

ワンちゃん、猫ちゃん、どちらもご使用いただけます。

Pet エリザベスカラー Comic
価格：690円
サイズ：S、M

まるでアメコミからペットの顔が
出てきたように見えるやわらかい

材質のエリザベスカラー。
ペットがケガや皮膚病などにか

かった時の傷なめ防止・噛み防止
に役立つアイテムです。

ペット アクセサリー
Devil Wing
価格：290円

バンド：約30～55cm
（調節可能）

ペット ヘッドギア Pumpkin
価格：390円

サイズ：猫、小～中型犬向け

猫じゃらし Pumpkin
価格：190円

■ハロウィーングッズ

大切なペットと一緒にハロウィーンを楽しみたい！そんなご要望にお応えして、
被り物からコスチュームまで、さまざまなアイテムをご用意しています！

ペット コスチューム
Pirate

価格：890円
対応犬種：トイプードル、

マルチーズなど

ペット ヘッドギア Ghost
価格：390円

サイズ：猫、小～中型犬向け

ペット コスチューム
Shieldman
価格：890円

対応犬種：トイプードル、
マルチーズなど
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＼＼第3回「AWESOME！フォトコンテスト」～ハロウィーン～／／

AWESOME STOREのハロウィーン関連グッズやコスチュームを
使用した写真をインスタグラムでご投稿ください！

今回のテーマは…『おうちハロウィーン』
愛するペットやお子様がコスチュームを着飾った画像、おうちを素敵に彩った写真など、

珠玉の1枚をお送りください！

ご投稿いただいた画像の中から、厳正なる審査の上3種の賞を決定いたします。
受賞者にはAWESOME STORE各店舗、およびオンラインショップでご利用いただける

AWESOME POINTをプレゼント★

詳しくは「AWESOME！フォトコンテスト」～ハロウィーン～ 特設ページをご参照ください。
https://www.awesomestore.jp/ext/photo_contest03.html

「AWESOME！フォトコンテスト」開催中！

＜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

【応募期間（投稿期間）】
2020年9月29日（火）～11月1日（日）

【参加方法】
①AWESOME STOREのハロウィーングッズを使って写真を撮影

AWESOMESTOREのハロウィーン関連アイテムを、ひとつでも使用していただければOK！

②指定のハッシュタグを付けてインスタグラムで投稿！
#awesomestore #オーサムフォトコン03

上記の2つのハッシュタグを付けてご投稿ください。

【受賞者発表日】
2020年11月9日（月）予定

「AWESOME！フォトコンテスト」応募要項

https://www.awesomestore.jp/ext/photo_contest03.html
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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10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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