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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：堀口康弘）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）」では、夏向けグッズを集積した『AWESOME LIFE –SUMMER-（オーサムラ
イフ サマー）』を展開中です。４つのテーマを4週にわたりご紹介いたします。その最後を締めくくる第4弾として、リ
アルビーチでもおうちプールでも楽しめる、低価格ながらデザイン性の高い、ビーチ＆プールグッズを集めた特集ページ
をオンラインストアにて公開いたしました。

■概要
レジャーイベントが盛りだくさんのサマーシーズンがいよいよ到来。AWESOME STORE（オーサムストア）では、夏

レジャーの代名詞でもあるビーチ＆プールで活躍してくれる、低価格ながらデザイン性に優れたアイテムを、驚きの価格
帯で展開中です。大胆でキュートなデザインのビーチタオルやサンダル、水遊びには欠かせない浮き輪やビーチボール、
子供たちに大人気の水風船、おうちでのプール遊びが気軽に楽しめるキッズプールなど、カラフルなビーチ＆プールグッ
ズを多数取り揃えております。ぜひお近くの店舗、またはオンラインストアをご利用ください。

『おうちプール・リアルビーチを楽しもう！』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210701/

そろそろ海やプールで思いきり遊びたい！
「夏気分」を盛り上げるビーチ＆プールアイテムで

おうちプール・リアルビーチを楽しもう！

＜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、熊沢 ひろの

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）、080-3028-3244（熊沢）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

プールやビーチ、そしておうちで使える
カラフルなビーチアイテムが勢ぞろい！

https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210701/
mailto:pr@represent-as.jp
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※価格はすべて税込み表記です。

ビーチ・プールアイテム

■海やプールで活躍するグッズをご紹介！

浮き輪をはじめ、大人も子供も楽しめる水遊びグッズやビーチタオ
ルなどが大集合。かわいくてインパクト大のデザインアイテムで、
他の人と差をつけよう！

「キッズプール 85cm Fruit Juice」
価格：979円

サイズ：Φ85×H30cm
フルーツジュースのボトルキャップが
底面に描かれた楽しいデザイン。
ベランダなどでも使えるサイズ感で

お子様の水遊びに最適なアイテムです。

「キッズプール Aloha BL」
価格：1,628円

サイズ：Φ115×H22cm
ハワイアンビーチでの楽しい
アクティビティを描いた

デザインです。

「浮き輪 Suica」
価格：539円

サイズ：Φ80×H19cm、約35cm（内径）
どこにいてもインパクト抜群な

スイカ型の浮き輪。
便利な持ち手付きで、

お揃いのビーチボールもあります。

「浮き輪 Gumball」
価格：539円

サイズ：Φ80×H19cm、約35cm（内径）
ガムボールマシンがモチーフになった浮き輪。

お揃いのビーチボールもあります。

「ビーチボール（Aloha、Gumball、Suica）」
価格：各319円

サイズ：Φ40×H36cm

「砂場遊びセット 7pcs」
価格：429円

サイズ：Φ17×H13cm（バケツ・持ち手含まず）
セット内容：バケツ、ジョウロ、スコップ、クマ
デ、砂型（ヒトデ、カメ、ヤシの木）×各1個

「ビーチタオル（California、Toucan）」
価格：各1,078円

サイズ：W70×H140cm

「ラウンドタオル（Tile BL、Record RD）」
価格：各1,408円
サイズ： Φ150cm
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※価格はすべて税込み表記です。

ファッションアイテム

■海やプールで使えるファッションアイテムをご紹介！

ポーチやバッグをはじめ、定番のビーチサンダルもオーサムスト
アならではのデザインで登場です。ビーチサンダルはレディース、
メンズ、キッズサイズがあるので、家族やカップル、お揃いで
楽しみましょう！

「ビーチサンダル M」
価格：各319円

サイズ：23.5～24.5cm

「ビーチサンダル L」
価格：各319円

サイズ：25.5～26.5cm

「ビーチサンダルキッズ」
価格：各275円

サイズ：17.5～18.5cm

「クリア スパバッグ Mojito」
価格：759円

サイズ：W25×D9×H21cm

「歯ブラシポーチ Mojito」
価格：319円

サイズ：W22×H8cm
「クリア スクエアポーチ Mojito」

価格：539円
サイズ：W20×D7×H12cm

「Pool トートバッグ YEBL」
価格：649円

サイズ：W35×D12×H27cm（ハンドル含まず）
プールや海へ行くときに便利なトートバッグ。
クリアな素材と爽やかなブルーとイエローの

色合いが夏にピッタリ。

「スマホ用防滴ポーチ（Note、Hibiscus）」
価格：各319円

サイズ：W11×H21cm
ポーチに入れたままスマートフォンを操作できるスマホ用防滴ポーチ。
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※価格はすべて税込み表記です。
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「おうち縁日」提案！

AWESOME LIFE-SUMMER-

①「サマーダイニング＆インテリア」

②「COOLグッズ」

③「ランドリーグッズ」

④「ビーチグッズ」

心躍る・笑顔溢れる夏になるよう、新作を含む様々な
カテゴリーの商品を集めた『AWESOME LIFE –
SUMMER-（オーサムライフ サマー）』をご提案！
それぞれ上記４つのテーマを4週にわたってご紹介して
いきます。全国の「AWESOME STORE」店舗、および
オンラインストアにて開催中です。ぜひお近くの店舗、
またはオンラインストアをご利用ください。

「夏」を思う存分楽しもう！
気分が上がるアイテムが盛りだくさん！

■「おうちプール」を「おうち縁日」に！

このご時世なかなか縁日に行きづらいっ！そんな時には「おうちプール」に一工夫！
大人も子供も大好きな「お祭り」をおうちで叶えちゃいましょう！
フェルトガーランドは、他にも日本の夏を思わせるデザイン商品を豊富に
ラインナップしています！

「フェルトガーランド Natsu Matsuri 20」
価格：319円

夏のお祭りをテーマにしたガーランド。
狐のお面などキャッチーなモチーフで
お部屋がお祭り模様に一瞬で早変わり！

「フェルトガーランド Kimodameshi」
価格：319円

肝試しをテーマにしたガーランド。
おうちの中がかわいいお化け屋敷風に！？

「キッズプール 85cm Fruit Juice」
価格：979円

サイズ：Φ85×H30cm
中にジュースやスイカを入れて冷やしたり、
ヨーヨーやスーパーボールなどを入れて

すくって遊べる、縁日仕様にもなっちゃうんです！

「Awesome 水風船」
価格：165円

サイズ：Φ5×H10cm
（水風船サイズ・膨らませた状態）

ホースにつないで水を入れるだけで一度に
37個の水風船が簡単に作れる水風船セット。
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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、61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。
※2021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？

※表参道店舗外観
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