
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：堀口靖弘）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、おうちでクリスマスを満喫できる新作グッズ各種を、全国の
「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインショップにて展開いたします。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
年に一度の一大イベント、クリスマス。新型コロナウイルスの影響もあり、外出をせずに楽しめるホームパーティー形

式が多くのご家庭で検討されています。AWESOME STORE（オーサムストア）では、そんな『#おうちクリスマス』ス
タイルを手軽に実現できる、低価格ながらデザイン性に優れた新製品を多数展開中！「インテリア編」「パーティー編」
の2回に渡りご紹介いたします。
今回の「パーティー編」では、手軽にクリスマスパーティーの会場づくりを手助けしてくれるグッズを多数ご紹介。

ポップなイラストが雰囲気を盛り上げてくれるテーブルウェアから、天井から吊るせるデコレーショングッズ、大人や子
供、ペットまで楽しめるコスチューム、大切な人への気持ちを包み込んでくれるギフトラッピングに至るまで、驚きの価
格帯で展開しております。別途ご紹介のインテリアグッズも含め、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。

AWESOME STORE『#おうちクリスマス』特設ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature201029.html

2020年11月12日
株式会社レプレゼント

手軽にパーティーを盛り上げてくれるグッズが集合！
キュート＆低価格グッズで、『#おうちクリスマス』をエンジョイしよう！

今年は『#おうちクリスマス』！
大切な人たちとの”心の距離”が縮まる

オーサムストアの新作パーティーグッズが登場！

＜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

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

https://www.awesomestore.jp/ext/feature201029.html
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インテリア デコレーション

今年だからこそ、
大切な人と特別な時間を過ごしたい。

そんな「#おうちクリスマス」の
会場づくりを手助けしてくれる

デザインにこだわった
パーティーグッズたちをご紹介します。

※価格はすべて税抜き表記です。

■テーブルウェア

手軽なシーンも、こだわったパーティーも。
「#おうちクリスマス」の雰囲気づくりができる新作テーブル
ウェアで、パーティー会場を彩りましょう！

＜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

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

ペーパーカップ
Santa Claus
価格：98円

サイズ：H9cm／8個入り

パーティークロス Santa Claus
価格：190円／サイズ：W170×H130cm

ハニカムストロー Snowman
価格：150円

サイズ：W4.5×H24cm／6本入り

ペーパーナプキン（Santa Claus、Holly）
価格：各98円／サイズ：W17×H17cm／20枚入り

ペーパーコースター 4P Xmas Tree
価格：98円

サイズ：W12×H12cm／4枚入り

ペーパープレート
Santa Claus
価格：98円

サイズ：Φ18×H2cm／8枚入り

ペーパーコースター 4P Xmas Tree
価格：98円

サイズ：W11×H12cm／4枚入り
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※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

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

キッズ サンタクロースハット
価格：190円

サイズ：54cm（頭囲）

インテリア デコレーション

■コスチューム

思いっきり「#おうちクリスマス」をエンジョイするた
めの、新作コスチュームアイテムをご用意いたしました。
子供や大人、そして大切なペットまで、手軽に仮装を楽
しめます！

サンタクロースハット
価格：290円

サイズ：58cm（頭囲）

■デコレーショングッズ

ホリデーシーズンを彩るために欠かせないディスプレイアイテムも豊富に登場！
手軽に装飾できるハニカムやファンタイプなど、様々なグッズが揃います。

ハニカムボール（レッド）
（15cm／20cm）
価格：98円／140円

オーロラ オーナメント
Snow Flake
価格：350円

サイズ：W32×D13.5×H36cm

オーロラ オーナメント Crystal
価格：290円

サイズ：W22×D22×H20cm

キッズコスチューム Santa Claus
価格：1,580円
サイズ：110cm

パーティーグラス Santa&beard
価格：390円

サイズ：W16×H18cm

フェルトマスク Santa
価格：230円

サイズ：W20×D1×H22cm

フェルトマスク Reindeer
価格：230円

サイズ：W21×D1×H28cm

オーロラ ガーランド Crystal
価格：390円

サイズ：W165×H13.7cm

オーロラオーナメント Tree
価格：350円

サイズ：W27×D27×H33cm
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※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

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

インテリア デコレーション

デコライト
Xmas Ornament
価格：1,280円

■ギフトラッピング

大切な人への気持ちを包み込んでくれる、クリス
マス専用のラッピング袋をご用意いたしました。
メッセージカードを添えて、特別なギフトを贈り
ましょう！

■ペットグッズ

オリジナルのペットグッズ「#036PETS
（オーサムペッツ）」シリーズより、大切な
ペットも一緒に「#おうちクリスマス」を楽し
めるグッズが登場！SNS映えすること間違い
なしなアイテムをラインナップしております。

Pet コスチューム Santa
価格：890円

サイズ：小型犬向き
正面から見ると二足歩行に

見えるサンタコスチュームです。

Pet コスチューム Reindeer
価格：各980円

サイズ：S、M（小～中型犬）
ラメ入りの角と鈴がポイントの
トナカイコスチュームです。

猫じゃらし Xmas Tree
価格：190円

クリスマスツリーからぽろぽろ
とプレゼントがこぼれ出ている

デザインの猫じゃらし。

ペットハット
Xmas Tree
価格：390円

サイズ：小～中型犬・猫

ペットハット
Xmas Santa
価格：390円

サイズ：小～中型犬・猫

ギフトバッグ For You
巾着タイプで誰でも簡単にラッピ
ングできるギフトバッグです。

Xmasグリーティングカード
価格：98円

サイズ：W15×H11cm

サイズ：W20×H30cm
価格：50円

サイズ：W24×H43cm
価格：65円

サイズ：W32×D45cm
価格：80円

クラフトペーパーバッグ
Present
価格：98円

サイズ：W13×H18.5cm
5枚入
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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。
※2020年11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？

＜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

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

※表参道店舗外観
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