
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、同社が運営するライフスタイルショッ
プ「AWESOME STORE（オーサムストア）」より、おうちやご近所でお花見気分を楽しむためのグッズや、バラエティ
豊かな食品シリーズを、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。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
例年のようなにぎやかなお花見が難しくなった今、「AWESOME STORE」では、ご自宅の室内やお庭、ご近所の公園

などでお花見の雰囲気を満喫できる『プチ花見』をご提案しております。お部屋の中に飾るだけで桜を感じられるルーム
デコアイテムや、料理を華やかに彩るペーパープレートやランチボックス、公園やお庭などでもピクニック気分を味わえ
る、お弁当箱やレジャーシートまで、『プチ花見』を盛り上げるアイテムを幅広く取り揃えています。さらに、おもしろ
デザインのクッキーやスナック菓子などもご用意しております。ぜひお近くの店舗、またはオンラインストアをご利用く
ださい。

『おうちで！ご近所で！プチ花見を楽しもう！』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/pages/topic210311.aspx

2021年3月11日
株式会社レプレゼント

手軽に『春』を楽しむための、オーサムストアのプチ花見グッズ！

桜の季節がやってきた！
おうちで！ご近所で！

今年の春は『プチ花見』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、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
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『おうち』でプチ花見グッズ

■室内でも『桜』を感じられる、フェルト製の桜飾り

今年は、外でのお花見はちょっと…という方に！
お部屋の中に、やわらかな色合いで春を感じる桜のルームデコを
飾って、心地よいお花見気分を味わいませんか？
壁にかけると桜が降ってきたように感じられるガーランド、テーブ
ルや玄関に飾れるフェルト製の桜の木や、リースなどをご用意して
おります。

※価格はすべて税抜き表記です。

「ポップコーンメーカー」
価格：1,980円

サイズ： W11×D15×H27cm
コーンを入れてスイッチを押すだけで
簡単にポップコーンが作れます。

■ポップなデザインのグッズで、気分を更に盛り上げよう！

ご家族やお友達とのプチ花見は、ポップでおしゃれなデザインのグッズで、
更に気分を盛り上げましょう！おうちでポップコーン作りが楽しめるポップ
コーンメーカーや、使いやすいデザインのスプーンやフォークなどもご用意
しております。

「Spiffy GD スプーン／フォーク各種」
価格：各150円

大＝12本入り、小＝36本入り

「Spiffy プレート GD／SV」
価格：各250円／6枚入り
サイズ：Φ15.2×H9cm 

ゴールドとシルバーの縁が入った
高級感のあるプレート。

「ポップコーンカップ」
価格：190円
容量：約1L

＜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

「フェルト サクラ リース」
価格：290円

サイズ：W22×H22cm
壁やドアに飾るだけで

お部屋が華やぐ桜のリース。
ちらりと見える花びらを

くわえた可愛らしい小鳥がポイント。

「フェルトガーランド Sakura」
価格：190円

サイズ：W55×D0.3×H11cm
春らしい部屋を演出するルームデコ。

「フェルト サクラ」
価格：290円

サイズ：W15×H14cm
玄関やデスクの上に置くだけで

お部屋が華やぐミニサイズの桜の木。

「ポップコーンカップ L」
価格：290円
容量：約3L

「Spiffy スプーン／フォーク各種」
価格：各150円

大＝12本入り、小＝36本入り
パーティーにぴったりな、

プラスチック製カトラリーシリーズ

「Spiffy ボウル SV」
価格：290円／6枚入り
シルバーの縁が入った

高級感のあるボウルです。

「スナック ＆ ドリンクカップ GR」
価格：790円

サイズ：Φ17.5×H24.5cm
カップの上にスナックホルダーを取り付けられる便利なドリンクカップ。

飲み物を飲みながらスナックなどを食べられます。
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『ご近所』でプチ花見グッズ

■ご近所での「プチ花見」に便利なランチグッズ

AWESOME STOREのカラフルなランチグッズを取り入れれば、一気に明るい気分
に！春の新作『レモン柄』が爽やかなペーパープレートやカップ、「プチ花見」に
ちょうどいいサイズのランチボックスや、一人用シートクッションなど、ご近所で
のお花見タイムにピッタリのアイテムを取り揃えております。

※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

「ペーパーカップ Lemon」
価格：98円／8個入り
サイズ：Φ7.5×H8.8cm
※3月中旬発売予定

「ピクニック Box Carnival」
価格： 1,280円

サイズ：W17.5×D16.5×H18cm
電子レンジ可（ケース・トレイ・フタのみ）

容量たっぷりの三段式で
取り分け用のトレイ付き。

「ペーパーナプキン Lemon」
価格：98円／20枚入り

畳んだサイズ：W16.5×H16.5cm
広げたサイズ：W33×H33cm

※3月中旬発売予定

「ボトルホルダー Market」
価格：190円

サイズ：高さ17cm
※500mlペットボトル
※3月下旬発売予定

専用ケースです。

「ランチバッグ Market」
価格：190円

サイズ：W42×D15×H30cm
※3月下旬発売予定

「保冷バッグ M Market」価
格：390円

サイズ：W42×D15×H30cm
※3月下旬発売予定

「保冷バッグ S Market」
価格：290円

サイズ：W29×D12×H20cm
※3月下旬発売予定

「ペーパーボウル Lemon」
価格：98円／8枚入り
サイズ：Φ16×H3.5cm
※3月中旬発売予定

「ペーパープレートLemon」
価格：98円／6枚入り

爽やかなレモンがちりばめられた
ポップで元気の出るデザインです。

※3月中旬発売予定

「レジャーシート Native」
価格：1,280円

サイズ：W150×H130cm
簡単に畳めるシート！

1～２名での使用に
ぴったりサイズ。

「フォールディング シートクッション RD、NV」
価格：各290円

サイズ：W40×D30×H1.5cm
折り畳み式に加え軽量なので持ち運びも便利な

クッションです。

上「ペーパーランチボウル Deli 
S、M」

価格：各98円
サイズ：(S)Φ9×H6cm、(M)Φ10×H8cm

容量： (S)180ml 、(M) 300ml

「ゴミバッグ」
価格：290円

サイズ：W25×D25×H38cm
連結可能なトラッシュバッグ。

持ち手付きで
最後のゴミ捨ても楽々！

「割り箸 8P Day」
価格：150円／８本入り

サイズ：24cm
普段のランチシーンでも
活躍する割り箸。

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

サイズ：(Flat) W16×D11×H5cm
(Cube) W11×D11×H9.5cm

保冷素材を使用した
シリーズです。

「レジャーシート Awesome」
価格：1,280円

サイズ：W240×H180cm
AWESOMEのロゴデザインが

POPなレジャーシート。
折りたたんで持ち運びにも便利。
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※価格はすべて税抜き表記です。

おもしろお菓子シリーズ

「アニマルクッキー」シリーズ

「マヨ彼（カレー）」

味によって異なる動物がデザインされたクッキー。全8種。価格：各98円

「オリジナルスナック菓子」シリーズ

思わずくすっと笑えるスナック菓子。味も個性的です。全11種。価格：各98円

「ジャムピールクッキー」
（ゾウ）

「豆乳クッキー」
（ヒツジ）

＜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

「ジンジャークッキー」
（サル）

「紅茶リーフクッキー」
（キリン）

「焼きショコラクッキー」
（ライオン）

「微笑み塩レモン」 「びしょぬれせんべい」 「明太マヨ子」

「激辛チアペッパーズ」 「考えるポテト」 「勝利のハム勝ツ
せんべい」

「ネギーギブアップ」「バジリコスザンヌ」

「ボーノボーノ塩ボーロ」

■みんなで楽しめる！わくわくデザインのクッキーやスナック菓子

おやつの時間も楽しくなる、AWESOME STOREの個性豊かなお菓子シリーズ。
お友達やご家族との『プチ花見』に、味もデザインにもこだわったクッキーやスナック菓子はいかがでしょうか？
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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、58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3月11日現在

■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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