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使い勝手とデザイン性を兼ね備えた、”スマート”なキッチングッズたち！

シンプルでスマートなキッチンアイテムが登場！
“機能性” と ”美収納性” を両立した

「オーサムストア」新作オリジナルグッズ！

＜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

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、機能性と収納性を兼ね備えた、シンプルでスマートなキッチンアイ
テム各種を、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。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
いよいよ春の訪れを感じる今、新生活をスタートするにあたり「キッチンアイテム」を見直すのはいかがでしょうか？

「AWESOME STORE」では、折り畳み可能なシリコン製のフードコンテナ、ジップ付きのシリコンバッグ、耐熱ガラス
製のフードコンテナなど、機能的に使えて美収納できる、スマートなキッチンアイテムを幅広く取り揃えております。ま
たシンプルながらカラフルなキッチンツールが新たにラインナップいたしました。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。

『”スマート”キッチンアイテム』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210318/
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スマートな保存系アイテム

■機能的で美収納ができる！
スマートな保存系キッチンアイテム

美収納ができる見た目はもちろん、機能性も重視したスマートな保存系
キッチンアイテムをご紹介。「AWESOME STORE」ならではの低価格
帯も魅力です。

※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

「折り畳み式 フードコンテナ S」
価格：390円／容量：約300ml

サイズ：幅13×奥行9.5×高6.5cm

「シリコンバッグ S YE」
価格：390円

容量：約500ml
Sサイズは、
マリネ調理や

薬味の保存などに便利。

「シリコンバッグ M GR」
価格：490円

容量：約1000ml
Mサイズは

1人分の食品の電子レンジ過熱や、
ランチボックス代わりにも。

「シリコンバッグ L BL」
価格：590円

容量：約1500ml
Lサイズは、

お肉や魚の低温調理、
野菜や果物の保存に便利。

「折り畳み式 フードコンテナ M」
価格：490円／容量：約500ml

サイズ：幅16×奥行10.5×高6.5cm

「折り畳み式 フードコンテナ L」
価格：590円／容量：約750ml
サイズ：幅18×奥行12×高7cm

「プラスチックボウル 6個セット」
価格：980円

さまざまなシーンでお使い
いただける6個セットのボウル。

温かみのある使いやすい色合いです。

「フードコンテナ 5Pset」
価格：980円

サイズの異なる5個セットの
フードコンテナ。

1つにまとめて収納できます。

折りたたむと、
コンパクトに

重ねて収納できます！

「PP フードコンテナ S 3P」
価格：290円／容量：約350ml
「PP フードコンテナ M 3P」
価格：390円／容量：約700ml
「PP フードコンテナ L 3P」
価格：490円／容量：約1300ml

電子レンジでも使用できる
フードコンテナ。

使い分けに便利な3個セット。

「ガラス フードコンテナ S」
価格：490円／容量：約350ml
「ガラス フードコンテナ M」
価格：590円／容量：約600ml
「ガラス フードコンテナ L」

価格：690円／容量：約1000ml

耐熱ガラス製のフードコンテナ。
電子レンジやオーブンでも使用でき
るので、食品の保存から調理まで幅
広く使える便利なアイテムです。

底にはマチがあり便利。
洗浄することで

繰り返し使用できるので
環境にも優しいアイテムです。
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「シリコン たわし BL」
価格：190円

サイズ：φ9.2×H1.3cm
食器洗い乾燥機：可

洗剤なしでも汚れが落ちやすく、
環境にやさしいアイテムです。

※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

「シリコン オイルブラシ YE」
価格：290円

サイズ：W3.4×H21cm
ハケがしなやかな

シリコン製のオイルブラシ。

「シリコン 泡だて器 YEBL」
価格：290円

サイズ：φ6.5×H26cm
シリコン製の泡だて器。
持ち手とのバイカラーが

可愛いデザイン。

「シリコン スパチュラ S、M」
価格：S 290円、M 390円
サイズ S：W4×H21cm
サイズ M：W5.5×H28cm
生地などをかき集めやすい
シリコン素材のヘラです。

■気分が上がる！
キュートで使えるキッチンツール

思わず気分が上がってしまう、見た目も使い勝手もいいキッチンツール
が続々と登場！シンプル＆カラフルなアイテムで、キッチンをグレード
アップしましょう！

「軽量スプーン 3P」
価格：390円

大さじ1、小さじ1、小さじ1/2
がセットになったステンレス製

の軽量スプーンです。

「包丁シャープナー」
価格：790円

荒砥ぎ、細研ぎがセットに
なった包丁とぎ。

手軽に包丁のお手入れが
できるアイテムです。

「キッチンバサミ BLOR」
価格：390円

分解ができ、お手入れしやすい
キッチンバサミです。

食洗器にも対応しています。

「ミニマッシャー YE」
価格：390円

サイズ：φ4.5×H17cm
少量をマッシャーするのに
便利なミニマッシャーです。

「ガラス ボウル S」
価格：290円／サイズ：φ13×H7cm

「ガラス ボウル M」
価格：390円／サイズ：φ17×H9cm

「ガラス ボウル L」
価格：490円／サイズ：φ21×H10cm

シンプルデザインの
耐熱ガラス製ボウルです。

「ステンレス スチールバット S」
価格：490円

サイズ：W23×D17×H2.5cm

スマートなキッチンツール

「ステンレス スチールバット M」
価格：690円

サイズ：W26×D20×H2.5cm
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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、59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18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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