
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）」にて、『1人前Dinner』と題し、おひとりでも大勢
でも活用できる、おひとり様サイズのテーブルウェアを多数展開しております。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感染症の予防の観点から、一つの大皿を複数人で食べることが難しい状況となっていま

す。そんな中、おひとり様サイズの鍋を用いてみんなで楽しむ「こなべ（小鍋・個鍋）」といった新たなスタ
イルが、今年のトレンドになりつつあります。今回はAWESOME STOREのバラエティに富んだ新作アイテ
ムより、おひとりでも大勢でも楽しめる「一人前ディナー」向けテーブルウェアをご紹介いたします。
「こなべ」が楽しめる鍋や食器類、チーズ＆チョコフォンデュが楽しめるグッズ類、スープを手軽に楽しめ

るアイテムなど、幅広くご用意。心が躍るデザイン商品から、定番グッズまで数多くのアイテムを取り揃えて
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。

『1人前Dinner』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature201008.html
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おひとりでも、みんなでも使える「個サイズ」テーブルウェアをご紹介

トレンドの「こなべ」向けアイテムも！
みんなとの食事でも衛生的な、新しいお食事スタイル！

おひとり様サイズのテーブルウェアが登場

＜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
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今年のトレンドは“こなべ”！

新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、おひとり様サイズ
の鍋を用いて皆で楽しむ「こなべ（小鍋・個鍋）」が、今年のト
レンドになりつつあります。和食器も揃うAWESOME STOREで
は、おひとり様向けサイズの小鍋をはじめ、鍋グッズも豊富に取
り扱っています！

※価格はすべて税抜き表記です。

鍋の素「ねりごま豆乳鍋」
価格：198円

鍋の素「焼きあご出汁鍋」
価格：228円

「こなべ」を楽しむなら、手軽
に本格的な味を楽しめる「鍋の
素」シリーズがオススメ！昆布
出汁､かつお出汁をベースに豆乳
と胡麻で仕上げたまろやかでコ
クのある味わいの「ねりごま豆
乳鍋」。国産の焼きあごと､かつ
お節･昆布･さば節の出汁をブレ
ンドした上品なコクのある味わ
いの「焼きあご出汁鍋」の2種

類をご用意。

土鍋 L GY
価格：1,280円

サイズ：W31.5×D27×H16.5cm

マルチドット 青茶 M
価格：490円

サイズ：Φ14.5cm

Woody レンゲ
価格：190円

マルチドット 青茶 S
価格：290円
サイズ：Φ9cm

ラウンドボウル Freckle
（WH、BL、PK）
価格：各790円

サイズ：W17×H7cm
容量：約560ml(満水時700ml)

ステンレス灰汁とり
価格：160円

ナイロンレードル
価格：290円

ガラス浅漬鉢
価格：590円

とんすい BK
価格：190円

手軽に本格鍋！

「鍋の素」

「1人前Dinner」おすすめアイテム

土鍋 GY
価格：398円

サイズ容量：W21.5×H11×D19cm
容量：約750ml
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シリコン 鍋敷き
価格：590円

サイズ：W18×H0.6×D18cm
シリコン製の鍋敷き。耐熱性だけでなく滑り止め効果も。

スパイスの名前が立体的に並んたスタイリッシュなデザイン。
※10月中旬発売予定

＜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

「1人前Dinner」おすすめアイテム

“ちょこっと”フォンデュを楽しもう！

「1人でもチーズやチョコフォンデュを楽しみたい！」そんなご
要望にお応えして、おひとりサイズのフォンデュポッドをご用意
いたしました。ファミリーサイズもありますので、用途に合わせ
てご使用ください。さらにフォンデュを楽しむのに最適なテーブ
ルウェアをご紹介いたします。

プレイスマット Crossing（GD、SV）
価格：各290円

サイズ：W45×H30cm
いくつものラインが交差する、

メタリックでモダンなプレイスマット。

※価格はすべて税抜き表記です。

フォンデュポット M
価格：1,280円

サイズ： φ14.4×H7.8cm（ポット）、
W13×D13×H8.3cm（スタンド）

容量：約670ml

フォンデュポット S
価格：890円

サイズ： φ10×H6.2cm（ポット）、
W10×D9×H6.9cm（スタンド）

容量：約240ml

アカシアウッド ラウンドプレートS
価格：390円

サイズ：Φ15×H2.5cm

アカシアウッド カッティングボード
価格：980円

サイズ：Ｗ37.5×16.5×H2cm

コルク 鍋敷き Milk
価格：98円

サイズ：Φ19×H0.5cm

コルク 鍋敷き CA Map
価格：98円

サイズ：W19×D19×H0.5cm

アカシアウッド ラウンドプレートM
価格：690円

サイズ：Φ20.5×H2.5cm
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フタ付きマグカップ Caramel
価格：590円

サイズ：W12.5×D9×H10.5cm

＜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

キュートな見た目のスープ向けアイテム

便利なスプーン付きスープマグから、フタ付きマグカップまで、スープ向け
のアイテムをご紹介！新作のシリコン製リドは、レンジに入れられるので
ラップ代わりにもなる経済的なフタとしてご使用いただけます。もちろん
AWESOME STOREならではの低価格帯も魅力です。

※価格はすべて税抜き表記です。

カップリド（Paint、Peanut）
価格：各290円

パレットに絵の具を出したデザインや、
ビーチでピーナッツがくつろいるデザイ

ンのシリコン製リドです。
※10月中旬発売予定

スプーン付スープマグ
（Cheese、Kingsley、Snappy）

価格：各590円
サイズ：W15×D11.5×H7.7cm

容量：約400ml

スプーン付マグ（Drip、20th Century）
価格：各390円

サイズ：W12.5×D9×H10.8cm／容量：約300ml

スプーン付マグ Kuloe
価格：420円

サイズ：W13×H11cm／容量：約300ml

ボルドー育ち アメリーさんの「海老と香味野菜のビスク」
海老の濃厚な旨みと香味野菜が引き立つ、

まろやかで味わい深い贅沢ビスク。
「世界のお母さん」こだわりスープ

価格：各228円

世界中のお母さんがその土地土地の
食材をじっくり煮込んで作ったという
設定の、愛情のこもった味をコンセプト

に開発した1人前（150g）の
レトルトパウチスープです。

各国のお母さんがデザインされた
キャッチーなパッケージにも注目です！

具材たっぷり！
「世界のお母さん」

シリーズ

四川育ち スーさんの「豚肉と春雨の酸辣湯」
チキンスープに中国酢と香辛料を効かせた、

酸味豊かでピリッと辛い酸辣湯。

ボストン育ち クララさんの「アサリとジャガイモのクラムチャウダー」
あさり、じゃがいも、人参など、具材もたっぷりで食べ応え

のあるクリームベースのボストンクラムチャウダー。

北海道育ち ユキコさんの「カボチャとサツマイモのポタージュ」
かぼちゃとさつまいもの甘みを生かしバターと
生クリームでまろやかに仕上げたポタージュ。

「1人前Dinner」おすすめアイテム
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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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