
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：堀口康弘）は、同社が運営する生活雑貨など
を販売するライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」より、低価格でバラエティ豊か
なオリジナルのフィットネスグッズ各種を、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインストアにて
展開しております。

■概要
「身体を動かしたいけど、ハードな運動や本格的なエクササイズは苦手…」という方も多いのではないでしょ

うか。「AWESOME STORE」では、仕事や家事の合間でも、気軽に身体を動かすサポートをしてくれる様々な
アイテムを、驚きの価格帯で展開しております。握るだけのハンドグリップから、筋肉ほぐしに役立つ人気商品
のボディローラー、さらに縄跳びやフラフープ、バランスボールまで、幅広くご用意しております。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。

『フィットネス&ヨガグッズ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature210211.html

2021年2月12日
株式会社レプレゼント

初心者さんも、上級者さんも！
身体の「ストレッチ」&「トレーニング」に使えるサポートグッズをご紹介！

身体も心もすっきり！
「オーサムストア」のフィットネス&ヨガグッズで

運動不足を手軽に楽しく解消しよう！

＜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、伊藤 杏奈

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

https://www.awesomestore.jp/ext/feature210204.html
mailto:pr@represent-as.jp


ヨガ ローラー Stick DPK
価格：1,280円

サイズ：Φ4×W44cm
背中や太ももなど、気になる箇所に

コロコロ転がして使うストレッチグッズ。

ヨガ ローラー BL
価格：1,280円

サイズ：Φ14×W33cm
ふくらはぎや背中など気になる部分に、

程良い刺激でリフレッシュ。
ブルーの色で男性でも使いやすいデザインです。

ストレッチバンド
価格：490円

サイズ：120×12cm
様々な部位のストレッチに使えます。

ストレッチボール 2P ORBL
価格：790円／2個入り

サイズ：Φ6cm
材質：シリコーンゴム

肩や腰など気になる部分に
コロコロ。程よい刺激でリフ

レッシュ。

■簡単ストレッチ、ほぐしグッズ

座ったままでもできる、ストレッチ・ヨガグッズをご紹介！
気になる部分を刺激して、身体のほぐしをサポートしてくれます。やさしい色合
いで、どなたでも使いやすい、オーサムストアならではのデザインです。

ヨガマット DPK
価格：980円

サイズ：W61×H173×D0.35cm
クッション性があり安定しやすいマット。

ヨガ用の定型サイズなので、
初心者の方にもおすすめ。

ヨガマットバッグ GY
価格：980円

サイズ：W16×H71×D16cm
使いやすいグレーにポイントで
オリジナルロゴをデザインした

ヨガマット用バッグ。

揃えておきたいアイテム

フィットネス・ヨガグッズ①

※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、伊藤 杏奈

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

■まずは持っておきたい、定番アイテム

簡単なストレッチから筋肉トレーニングまで、幅広く活躍するヨガマット。冷たく固い床でも、一枚しくだけでしっかり安定し、身体を支え
てくれます。敷いておくだけでも、お部屋になじみやすい色合いです。シンプルで持ち運びやすいデザインの専用バッグもご用意！
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フィットネス・ヨガグッズ②

※価格はすべて税抜き表記です。

2way ストレッチチューブ
DPK

価格：490円
サイズ：W7×D27×H1.5cm
体のストレッチや多彩なエクサ
サイズに使えます。八の字状で
使ったり、片側のバンドを伸ば
して使える2Wayタイプ。

Yoga ベルト Shakti BL
価格：490円

サイズ：W3.8×H182cm
ヨガのポーズをキープする際に使用する

ヨガ専用ベルト。

＜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、伊藤 杏奈

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

ヨガラグ Shanti
価格：2,480円

サイズ：W60cm×H173cm
ヨガマットに重ねて使用するなど、
たくさん汗をかくトレーニングを
より衛生的に快適にしてくれる
ワッフル素材のラグです。

ヨガポール BL
価格：1,680円
サイズ：80cm

寝転がるだけで、背筋が伸びて
気持ちいいヨガポール。

体の気になる部分をストレッチ。

ヨガ ブロック DPK
価格：490円

サイズ：W23×D8×H18cm
ヨガやストレッチのポーズを
補助するアイテムです。

ストレッチボール
価格：490円

サイズ：Φ20.5cm（空気を入れた状態）
足や手をのせたり、転がったり、

様々な部位のストレッチに使えます。

ツイストボード BL
価格：690円

サイズ：Φ25×H3cm
いつでも手軽にひねり、

運動が出来るツイストボード。
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筋トレグッズ

※価格はすべて税抜き表記です。

バランスボール
価格：980円

サイズ：Φ65cm
座ってバランスをとれば、

体幹が鍛えられます。ポンプ付き。

＜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、伊藤 杏奈

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

■身体づくり派必見！驚きの低価格で揃う、トレーニングアイテム！

身体のさまざまな部位を刺激する、筋トレ向きアイテムをご紹介！握って鍛えるグリップ
系から、縄跳びやフラフープなど全身を使ってトレーニングできるアイテムまで、幅広く
ご用意。オーサムストアならではの”驚き価格”で、バリエーション豊かに揃えております。

エクササイズ ローラー BL
価格：790円

サイズ：W25×D17×H17cm
ローラーを前後にころがして

腹筋の強化に。

フラフープ
価格：790円

分解してしまうことが出
来るフラフープ。

腰回りのトレーニングに。

ステップボード BL
価格：2,480円

サイズ：W67×D29×H20cm
耐荷重 : 約110kg

お家で簡単に昇降運動。付属のパー
ツを付ければ10、15、20cmと3段

階の高さ調節ができます。

モバイル アームバンド BK
価格：390円

サイズ：約W57.5×H17.2cｍ
スマートフォンが入れられるケース。
腕に巻き付けられランニングや、

ジョギング中に便利なアイテムです。

ジャンプロープ
価格：290円

気軽にトレーニングを
はじめられる縄跳び。

グリップが柔らかいので握り
やすいです。長さ調節可。

内股グリップ BL
価格：490円

サイズ：W12×D19×H16cm（組み立て時）
二の腕や太ももを魅力的に見せたい時に！
バネを取り外して折りたためるので、

持ち運びにも便利です。

AWESOMEバンド LBL
価格：490円

シリコン製で弾力がある素材。
程よく伸びて、

体のストレッチに役立ちます。

アンクルウェイト 250g RD
価格：290円

サイズ：長さ19.5×W7×D3cm 
重さ：250ｇ

250gの重りでジョギングやエク
ササイズなど幅広くサポート。

手軽にベルトでサイズ調整が可能。

ハンドグリップ＆ローラー LBL
価格：250円

サイズ：W5×D2×H9.5cm
にぎって握力のトレーニングを

するハンドグリップ。
ツボ押しローラー付き。

ダンベル 1kg BL
価格：490円

サイズ：Φ5×W17cm ／重さ：1kg
男性でも使いやすいブルーのダンベル。

使い勝手の良い1kgの重さ。

ハンドグリップ
価格：190円

握力を手軽に鍛えられる
ハンドグリップです。
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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。
※2021年2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

＜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、伊藤 杏奈

TEL 03-5774-2340 ／ MOBILE 080-3028-3177（高橋）
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
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