
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、気分を上げてくれるキッチングッズ各種を、オンラインショップに
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
新型コロナウイルスの影響によって、全国的に不要不急の外出自粛が要請されています。自宅にこもりきりだと、どう

しても気分が滅入ってしまうもの…。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、そん
な気持ちを吹き飛ばしてくれる、気分が上がるキッチングッズを厳選してご紹介いたします。

自宅でもピクニック気分を楽しめるグッズをはじめ、カラフルでポップなデザインのキッチン雑貨、さらに春夏新作と
なる陶器食器類など、さまざまなアイテムを取り揃えています。すべてAWESOME STOREならではの、オリジナルデザ
インとなっております。
ぜひこの機会に、ご自宅にいながらご購入いただけるオンラインショップをご利用ください。

『気分が上がる！キッチングッズ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200508.html
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デイリーユースなアイテムから、おうちピクニックまで！
気分を上げてくれるキッチングッズをご紹介！

「おうちピクニック」ができるアイテムも！
オーサムストアのキッチングッズで
食卓シーンから気分を盛り上げよう！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200508.html
mailto:pr@represent-as.jp


気分が上がる！キッチングッズ
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※価格はすべて税抜き表記です。

■おうちピクニックを楽しもう！

自宅にこもりきりだと、どうしても気分が滅入っちゃう…。そんな時は「おうちピクニック」はいかがでしょうか？AWESOME STOREでは、
カラフルでかわいいデザインのランチグッズを豊富に取り揃えているので、ピクニック気分なお弁当作りに最適です！もちろんAWESOME 
STOREならではの低価格帯で展開しております！

上）ペーパーランチボウル Deli（S、M）
価格：各98円

下）ペーパーランチボックス Deli（Flat、Cube）
価格：各190円

レジャーシート Native
価格：1,280円

簡単に畳めるシートをおうちの床に
敷いてピクニック気分を楽しもう！

お弁当ピック Flag
価格：98円

お弁当ピック Comic
価格：98円

ソースカップ Comic 4P
価格：190円

お弁当カップ Native Oval
価格：98円

ミニ フードコンテナ Market 3P
価格：290円

お弁当カップ S（Check、Triangle）
価格：各98円

ラウンド フードコンテナ Alphabet 2P
価格：390円

ペーパーアイテム Cut Pine 各種
プレート（8枚入り）
ボウル（6枚入り）
カップ（8個入り）
ナプキン（20枚入り）
価格：各98円

ペーパーナプキン Kiwi
価格：98円／20枚入り

レジャーシートで
さらに

ピクニック気分！
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※価格はすべて税抜き表記です。

■カラフルポップなキッチングッズ

AWESOME STOREは、使えるキッチングッズも豊富に取り揃えています。こちらでは気分を上げてく
れる、ポップなカラーリングやデザインのアイテムを厳選してご紹介いたします！

気分が上がる！キッチングッズ

キッチンスポンジ各種
価格：各98円

ポップなデザインの
キッチンスポンジ。

自立できるのもポイント！

クッキングモールド
吹き出し（S、M）
価格：290～390円

吹き出しの形が可愛らしい
シリコーンモールド。目玉
焼きやパンケーキなど様々
な料理に使用できます。

【シリーズ累計販売数 150万個突破アイテム！！】
マイクロファイバーキッチンスポンジ 5P（Geometric、Flamingo、Cactus）

価格：各150円
水だけで汚れを落とせるマイクロファイバー製のスポンジ5個セットです。

ジップバッグ（Mini、SS、S、M）
価格：95～130円

お菓子を小分けににするなど、
様々な用途で使えるジップ袋。

アルミホイル Choco Bar 価格：98円
ラップ Cookie 価格：138円

お菓子かと思いきや、実はラップとアルミホイル！

（左から）
アルミホイル Tomato 価格：98円

ラップ Corn 価格：138円
ラップ Asparagus 価格：98円

2way クリップマグネット
価格：各150円

2種類のクリップが組み合わさった便利な
クリップ。裏側にマグネットもついています。

Gentleman ピーラー
価格：490円

著名な喜劇王をモチーフにした
ピーラーです。

フードクリップ 4P
価格：98円

食品保存用のクリップ。オシャレな
4色でキッチン周りを彩ります。

ミニフードクリップ 6P
価格：98円

ミニサイズの食品保存用クリップ。
オシャレな6色セット。
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フルーツプレート
（Muscat、Raspberry）

価格：各280円

■涼しげなガラス食器＆新作陶器アイテム

食卓を華やかに彩ってくれるテーブルウェアに新作が登場！こちらではフルーツや植物柄のガラス食器や、陶器食器をご紹介いたします。実
はAWESOME STOREの商品は、すべて日本人デザイナーがデザインを手掛けており、日本の生活にマッチしたアイテムを展開しています。
そのためお茶碗やお皿など、和風食器も多数取り揃えております！

気分が上がる！キッチングッズ

■時短で楽しくクッキング！

最後に見た目も機能も兼ね備えた時短グッズをご紹介！料理の時間を短縮できれば、気分が上がること間違いなし！

ベジチョッパー
価格：3,680円

紐を引くだけでスピンし、中の食材をみ
じん切りに出来るチョッパー。
混ぜる、水切りもお手の物。

POMONA スリムジューサー
価格：3,680円

健康ジュースやスムージーが手軽に作れる
シンプルデザインのジューサー。

ボトルとカッターが取り外せてお手入れ簡単。

モンステラリーフ プレート
（M、L）

価格：190円、290円

ガラスプレート
Strawberry
価格：280円

バナナリーフ プレート
（M、L）

価格：190円、290円

フルーツボウル
（Pink Grapefruit、Lemon、Muscat）

価格：各180円

マグカップ Petal
（GL、PK）
価格：各490円

グラス タンブラー Line
価格：各690円

飯碗 Nostalgia
価格：390円

ラウンドボウル Freckle
価格：790円／3色展開

ラウンドプレート Freckle
価格：790円／3色展開

グラスタンブラー Ohajiki
価格：690円

レンゲスプーン
（Pink Grapefruit、Lemon、Muscat）

価格：各98円

飯碗 Spot
価格：390円
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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5月8日現在
緊急事態宣言及び各都府県からの休業要請を受けて、一部店舗を臨時休業とさせていただいてお

ります。最新の情報は、下記URLをご参照ください。
https://www.awesomestore.jp/topics_detail.html?info_id=160

■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

”AWESOME STORE（オーサムストア）”とは？
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株式会社レプレゼント
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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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