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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。その第１弾として、今回「サマーダイニ
ング＆インテリア」を公開いたしました。

■概要
夏の準備始めてますか？AWESOME STOREでは、今年も心躍る夏にぴったりなダイニング＆インテリアグッズを展開

中です。毎年大人気のカラフルなガラスのフルーツ食器シリーズを始め、ビーチ・レジャーにもおすすめなグラデーショ
ンタンブラー、お酒が進むおしゃれなジョッキ、また、お部屋に夏を演出させるWOODデコシリーズといったインテリア
アイテムなど、わくわくする夏を彩るアイテムを幅広く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。

『サマーダイニング＆インテリア』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210610/

いよいよ本格的なサマーシーズンが到来！
そんな「夏」を思う存分楽しめる気持ちが上がるグッズが盛りだくさん！

夏に彩りを与える、ダイニング＆インテリアが勢ぞろい！
オーサムストアの様々なグッズで

わくわくする夏の準備をしませんか？

＜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
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サマーダイニング

※価格はすべて税込み表記です。
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■本物そっくり！フルーツ食器シリーズ

食卓を華やかに彩る、フルーツをプリントしたガラス食器。
ボウル・プレート・れんげを各種ご用意しています。

「ガラス レンゲ（Green Apple、Orange、
Strawberry、 Lemon、Muscat）」

価格：各107円
サイズ：W13×D4.3×H4.5cm

「ガラス ボウル（Green Apple、Orange、
Strawberry、 Lemon、Pear GR）」

価格：各198円
フルーツがそのまま食器になった、
食卓を彩るフルーツボウルです。

「ガラス プレート（Raspberry、Muscat、Strawberry）」
価格：各308円

サイズ：Φ18×H2.2cm（Raspberry、Muscat）
、W18.2×H2cm（Strawberry）

「ジョッキ（Surfing、Pia）」
価格：各649円

サイズ：Φ8×H15cm、約400ml

■気分は常夏！「ハワイアン」なグッズでお家ダイニングを演出！

ガラス食器にハワイアン・リゾートテイストのアイテムが登場です。
食卓が一気に華やぎ、気分はまるで常夏！お庭でのバーベキューや
ビーチなど、お外でのご使用もムード満点です。

「Aloha グラスシリーズ」
左）ボトル 価格：649円

中）タンブラーS 価格：429円
右）タンブラーM 価格：495円

「グラデーションタンブラー
（Riviera、Palm Tree）」

価格：各649円
容量：約350ml

タンブラーの層にジェルが含まれているので、
本体ごと冷やして使えば冷たさが持続します。

「バナナリーフプレート（M、L）」
価格：（M）209円（L）319円

サイズ：M、L
バナナリーフがガラス製の

プレートに！サイズは2種類をご用意。

「モンステラリーフプレート（M、L）」
価格：（M）209円（L）319円

サイズ：M、L
モンステラの葉がガラス製のプレートに！

サイズは2種類をご用意。
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■１つあるだけで、お部屋が「夏」模様に！

フェルトガーランドや木製のガーランド・置きデコなど、簡単に飾り付
けることができるアイテムをご紹介。一瞬でお部屋が夏に早変わり！

「Wood デコ（Aloha 21、Beach 21）」
価格：各539円

サイズ：上）W39×D2×H9cm
下）W36×D2×H7cm

玄関や棚に置くだけで
手軽に雰囲気を演出できます。

「Wood LED デコ Story 
Summer」
価格：649円

サイズ：W11×D3×H20cm
木製／電池式

パイナップルの形がインパクトのある
ライティングウッドデコ。

「Wood デコ Toucan」
価格：429円

サイズ：W14×D4×H14cm
オニオオハシやハイビスカスなど
トロピカルなモチーフをデザイン。

「Wood デコ Bus BL」
価格：429円

サイズ：W15×D4×H14cm
レトロなバスと、サーフボードがカッコいい
デザイン。西海岸の雰囲気を感じられ、

夏にぴったりのアイテムです。

「Wood ガーランド（Tropical 21、Beach 21）」
価格：539円

サイズ：上）W100×D1×H7cm
下）W100×D1×H8cm

「フェルトガーランド Hawaiian 21」
価格：319円

サイズ：W75×D1×H13cm

「フェルトガーランド Natsu Yasumi 21」
価格：319円

サイズ：W70×D1×H10cm

「フェルトガーランド Aquarium」
価格：319円

サイズ： W70×D1×H10cm

「フェルトガーランド Camp 21」
価格：319円

サイズ：W70×D1×H9cm
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サマーインテリア

■“夏を感じる”お部屋にプロデュース！

アクセントになるおしゃれなファブリックパネルや
サマーテイストのクッションカバー、涼し気なコッ
トンサンダルなど、お部屋にあるいつものアイテム
を変えるだけで、一気に夏感を演出できます。

AWESOME LIFE-SUMMER-

①「サマーダイニング＆インテリア」
②「COOLグッズ」
（ 6月17日（木）リリース予定）

③「ランドリーグッズ」
（ 6月24日（木）リリース予定）

④「ビーチグッズ」
（ 7月1日（木）リリース予定）

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。

「クッションカバー各種」
価格：429～1,078円
サイズ：W45×H45cm

カバーを変えるだけで手軽に
夏らしさを演出できるクッション。
画像の他にも、さまざまな柄や
ヌードクッションもご用意。

「ファブリックパネル Laguna Beach」
価格：2,178円

サイズ：W40×D2×H50cm

「ファブリックパネル Venice Beach」
価格：2,178円

サイズ：W40×D2×H50cm

「ガラス シリンダーベース
23cm GY、CL」
価格：各1,078円
サイズ：H23cm

「ガラス ボトルベース
18cm GY、CL」
価格：各759円
サイズ：H18cm

「コットンサンダル（Thong、Opentoe）各種」
価格：429～495円
サイズ：M、L

洗濯機で丸洗いできるのがうれしいポイント！

「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！
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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6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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