
報道関係者各位

平素は、大変お世話になっております。

株式会社レプレゼント（本社：東京渋谷区、代表取締役社長：堀口靖弘）は、同社が運営する雑貨店舗
「AWESOME STORE（オーサムストア）」の新たなカフェ併設旗艦店として、「AWESOME STORE & 
CAFE IKEBUKURO（オーサムストア＆カフェ池袋）」を、キュープラザ池袋1F路面に、7月19日（金）に
オープンいたします。

つきましてはオープンに先立ち、メディア関係者さまにいち早くご覧いただける内覧会を、7月17日（水）
に開催いたします。皆様におかれましては、時節がらご多用とは存じますが、何卒出席を賜りますよう、お願
い申し上げます。

2019年7月4日
株式会社レプレゼント

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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

「AWESOME STORE ＆ CAFE IKEBUKURO」
プレス内覧会のお知らせ

キュープラザ池袋１Fにグランドオープンする、都内最大の旗艦店！
“雑貨店” の枠を超えた大型店舗を、いち早くご体感ください！

＜プレス内覧会 開催概要＞

日時 ： 2019年7月17日（水）10:00～12:30
※午後も内覧可能です

受付 ： キュープラザ池袋１F 店舗前
住所 ： 東京都豊島区東池袋1-30-3

キュープラザ池袋1F

＜お申込みについて＞

メディア内覧会にご出席いただける場合には、お手数ですが添付の申込用紙に必要事項をご記入の
上、７月１２日（金）１７:００までに、FAXもしくはメール添付にてご返信くださいますよう、お願
い申し上げます。

mailto:pr@represent-as.jp


見どころ② 池袋限定フードメニュー

【限定】ローズマリーパイナップルシェイク
価格：398円（税抜）

■限定ベーグルに加え、オリジナルテイストの
フライドポテトなど充実のフードメニュー！

AWESOME STORE & CAFE HARAJUKUで大人気のオリジナ
ルベーグルに加え、池袋店限定ベーグル「とろたまベーコンオ
ム」がラインナップ。さらに池袋店限定となるフライドポテト
「AWESOME FLY! PO!!!（オーサム・フライ！ポ！！！）」が
誕生。3種のオリジナルテイストでご提供いたします。

またオーガニックコーヒーのほか、ティーやカクテルソーダな
どドリンクも充実。池袋限定として、夏にぴったりなローズマ
リーパイナップスシェイクもラインナップ。すべてのフードが
Awesomeな低価格帯となっており、テイクアウトが可能です。

【限定】とろたまベーコンオム
価格：352円（税抜）

【限定】AWESOME FLY! PO!!!（オーサム フライ！ポ！！！）
ガーリックアンチョビ／チリ＆レモン／シナモンシュガー

価格：各180円（税抜）

見どころ① 店内コンセプト

■建物内にＮＹの街並みを再現！？
細部までこだわり抜いたフォトジェニックな店内

約460平方メートルの店舗内を、左右に2つの建物があるイメージで
設計。店舗中央をメインストリートとし、右手に「カフェ」、左手に
「雑貨店」を設営し、まるでニューヨークに来たかのようなフォト
ジェニックな空間を演出しています。

【こだわりポイント】
左右が異なっている建物に見えるよう、色味が異なるヴィンテージ

レンガを使用。街並み演出のため、工事現場風のパイプ足場、ネオン
管看板、フェイクのキャットウォークや螺旋階段など、細部までさま
ざまな意匠を設置しております。さらに現代美術家である原 神一氏が
デザイン＆ディレクションを務めた「ネオポップアート」ウォールも
必見です。

オリジナルベーグル各種
価格：各352円（税抜）

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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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店舗概要

■AWESOME STORE & CAFE IKEBUKURO
（オーサムストア＆カフェ池袋）

原宿発の低価格雑貨ブランド「AWESOME STORE」がお贈り
するカフェ併設2号店（1号店は原宿店）。ニューヨークの街並み
やガレージをイメージした、SNS 映えするフォトジェニックな店
内（面積：約 460平方メートル）では、すべて自社オリジナルで
生産した約5,000点におよぶさまざまなジャンルのアイテムを展
開。落ち着いた雰囲気で、まるでニューヨークに来ている気分で
お買い物やカフェタイムをお楽しみいただけます。

オープン日：2019年7月19日（金）
営業時間：10:00～21:00（7月19日のみ10:30～）
電話番号：03-5944-9754
住所：東京都豊島区東池袋1-30-3 キュープラザ池袋1F

「AWESOME STORE & CAFE IKEBUKURO」店頭イメージ

「キュープラザ池袋」

見どころ➂ 先行販売アイテム

■アート・カルチャーの街「池袋」にフィットした
「ネオポップアート」アイテムを先行販売！

アート・カルチャーの街へと変貌を遂げつつある「池袋」へ
のオマージュとして、AWESOME STOREが独自の切り口でお
贈りするアートコレクション「ネオポップアート」シリーズ各
種を、オープン記念として先行販売いたします。

NYで興った「ポップアート」と、日本発祥といえる「ネオ
ポップ」を融合したオリジナルシリーズとなります。原色を基
調とした、存在感溢れるアイテムをぜひお見逃しなく。

収納ボックス（S／M／L）
価格：480～1,280円（税抜）

マイボトル
価格：各390円（税抜）

アートパネル各種
価格：各1,980円（税抜）

コットンバッグ
価格：各250円（税抜）

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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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■AWESOME＝スゴい！

「AWESOME STORE」は、デザイン性が高いオリジナル雑貨を、驚きの低価格帯で提供する雑貨
ブランドです。シンプル＆ナチュラルをベースに、遊び心を加えたオリジナル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、45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。
※2019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
・Twitter（@awesomestore417）

https://twitter.com/awesomestore417
・Facebook（@awesomestore.jp）

https://www.facebook.com/awesomestore.jp/
・Instagram（@awesomestore_jp）

https://www.instagram.com/awesomestore_jp/

※表参道店舗外観

”AWESOME STORE（オーサムストア）”とは？

店舗取材／素材をご希望の際は、下記担当者までお問い合わせください。
※オープン前の取材も可能です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント

運営部 広報課
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
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＜会場地図＞

「AWESOME STORE & CAFE IKEBUKURO」

住所：東京都豊島区東池袋1-30-3
キュープラザ池袋1F

交通：
池袋駅東口より徒歩約5分

＜ご返信用紙＞

御社名

※ご記入いただきましたご連絡先などは、本イベントの名簿管理のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。

□ご出席 □ご欠席□に印をお付けください

媒体名

御芳名

撮影の有無／人数

TEL／FAX

備考／ご要望

／

※誠にお手数ではございますが、ご出欠をご記入の上、7月12日（金）17:00までにご返信くださいますよう、お願い申し上げます。

□有り（スチール・映像）

計 名

□無し

「AWESOME STORE ＆ CAFE IKEBUKURO」
プレス内覧会

FAX ： 03-57742341
MAIL ： pr@represent-as.jp

■日時：2019年7月17日（水）10:00～12:30
■場所：「キュープラザ池袋1F」（東京都豊島区東池袋1-30-3）

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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

ご返信送付先

「食・モノ・コト」を体感できるライフスタイルショップ
キュープラザ池袋に誕生！ その全貌を公開！

mailto:pr@represent-as.jp

