
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、自宅での時間を充実させてくれる「おうち時間」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
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、自宅で過ごす時間＝「おうち時間」が増えています。AWESOME STORE

では、そんな”おこもりライフ”を、楽しく有意義に過ごせるようなグッズを2週に渡りご紹介いたします。
第2弾となる今回は、自宅にいながら体を動かせるフィットネスグッズや、こもりきりで感じてしまうストレスを発散

できる入浴剤やボディケアグッズ、思わず笑ってしまうパッケージで好評をいただいているお菓子シリーズなど、さまざ
まなアイテムをご紹介いたします。すべてAWESOME STOREならではの、オリジナルデザインとなっております。
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。

『#おうち時間 充実グッズ Vol.02』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200409.html

2020年4月9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

おこもりライフをストレスなく、楽しいものに！
インドアライフを充実させてくれるグッズを、2週に渡りご紹介！

「おうち時間」関連グッズ第2弾！
フィットネスグッズやバスアイテム、お菓子まで

オーサムストアで揃う”おこもりライフ”充実アイテム

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200402.html
mailto:pr@represent-as.jp


ツイストボード
価格：690円

サイズ：Φ25×H3cm
乗って回転することで、自宅で
簡単にツイスト運動ができます。

ヘルスケアグッズ①

＜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

※価格はすべて税抜き表記です。 ※一部、オンラインショップではお取り扱いの無い商品がございます。

エクササイズローラー
価格：790円

サイズ：W25×D17×H17cm
ローラーを前後にころがして
腹筋を強化できます。

ストレッチバンド
価格：490円

サイズ：W12×H120cm
様々な部位の筋力トレーニングが
できるバンド。イラスト付きの説

明書が入っています。

バランスボール
価格：980円

サイズ：Φ65cm
座ってバランスをとれば体幹が
鍛えられます。ポンプ付き。

ヨガマット
価格：980円

サイズ：W61×H173cm
滑り止めとクッション性があり安定しや
すいマット。ヨガ用の定型サイズなので
初心者の方におすすめ。専用バッグ付き。

ストレッチボール
価格：490円

サイズ：Φ20.5cm
様々な部位のストレッチに役立つ
ボール。イラスト付きの説明書が

入っています。

ヨガ ローラー
価格：1,280円

サイズ：Φ14×W33cm
体重をかけることで、気に
なる部位の筋肉のこりをほ
ぐせるローラーです。

ヨガブロック
価格：490円

サイズ：W23×D8×H18cm
ヨガやストレッチのポーズを
補助するアイテムです。

2Way ストレッチチューブ
価格：490円

サイズ：W27×H30cm
体のストレッチや多彩なエクササイズに使

える2Wayタイプのチューブ。

■自宅にいながら手軽に体を動かせるフィットネスグッズ

ご自宅にいながら手軽に体を動かせるフィットネスグッズをご紹介！専門店では絶対にあり
えない思わず二度見してしまう価格帯で展開しています。他ではあまり無い柔らかなカラー
リングで統一しているので、自宅に置いておいてもインテリアの邪魔をしない所もポイント
です。

ダンベル 1kg
（ブルー/ダークピンク）

価格：各490円
部屋に置いておきやすいカ
ラーのダンベル。女性でも
トライしやすい1kgです。

ヨガ ローラー Stick
価格：1,280円

サイズ：Φ4×W44cm
背中や太ももなど、気になる箇所にコ
ロコロ転がして使うストレッチグッズ。

アンクルウェイト
価格：290円

ジョギングやエクササイズの際、
適度な付加をプラスしてくれる
250gのウェイト。手首や足首に

付けることができます。
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フェイスローラー
価格：390円

フィンガーリフレッシャー
価格：290円

ハンディボール（ピンク、ブルー）
価格：各98円

リラックス クッション Rabbit
価格：1,780円

サイズ：W25×D7×H40cm

ヘルスケアグッズ②

＜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

※価格はすべて税抜き表記です。

■体のコリをほぐしてくれるマッサージグッズ

こもりきりの仕事や生活で発生してしまう体のコリ。AWESOME STOREでは、そんなコリをほぐせるマッサージグッズも充実しています。デ
ザインはもちろん、AWESOME STOREならではの低価格帯も魅力です！

ジャンプロープ
価格：290円

気軽にトレーニングをはじめられ
る縄跳び。グリップが柔らかいの
で握りやすいです。長さ調節可。

ハンドグリップ
価格：190円

握力を手軽に鍛えられる
ハンドグリップです。

内股グリップ
価格：490円

サイズ：W12×D19×H16cm
二の腕や太ももを鍛えられるシェイプ
グッズです。バネを外せばコンパクト
になるので持ち運びにも便利！

シェイプ スリッパ Border
価格：690円

サイズ：フリー（目安22.5～24.5cm）
履いて歩くことでヒップやふくらはぎに
ストレッチ効果が期待できるスリッパ。

フラフープ
価格：790円

分解してしまうことが
出来るフラフープ。腰
回りのトレーニングに。

ヒールアップスリッパ Stripe
価格：690円

サイズ：フリー（目安22.5～24.5cm）
かかとを浮かせた状態で歩くことのでき

るスリッパ。

ローリングボールパッド
価格：390円 ミニローリングボール

（ブルー、レッド）
価格：各150円

右）ネックリフレッシャー
価格：390円

左）ショルダーリフレッシャー
価格：290円

リラックス クッション Alligator
価格：1,780円

サイズ：W40×D7×H25cm

mailto:pr@represent-as.jp


リラックスアイテム

＜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

※価格はすべて税抜き表記です。

■デザインがキュートな入浴剤で、ゆっくりリラックス！

お風呂でゆっくりとリラックスできる入浴剤やバスソルト。
それぞれ異なる効能や香りとなっています。
ゆっくり浸かって、こもりきり生活の疲れを癒してください。

■ボディケアグッズで心も身体もリフレッシュ！

おうち時間を使って、集中ボディケアはいかがでしょうか。フェイスマ
スクをはじめ、足用＆指用パック、リフレッシュソックスなど豊富に取
り揃えております。

発汗バスソルト
価格：120円

炭酸水素
バスタブレット
価格：120円

美肌バブルバス
価格：120円

5本指ソックス
価格：590円

ルームソックスとして履くだけで
むくみが緩和されリフレッシュできる

5本指ソックス。 リフレッシュソックス
価格：590円

お休みタイムに履くと疲れた足を
リラックスさせてくれるソックス。

フェイスマスク
Pure White
価格：98円

フットマスク
価格：180円

袋状になったパックを足に履く
だけの簡単ポイントケア。

ネイルパック
価格：140円

指先にはめるタイプの
集中ポイントケアパック。

名湯の旅
箱根 YUZU
価格：98円

名湯の旅
草津

SHINRINYOKU
価格：98円

名湯の旅
原宿 MOMO
価格：98円

バスソルト
Refresh Chamomile

価格：490円

Frisch バスソルト
Tropical
価格：60円

Frisch バスフィズ
トロピカル
価格：70円

柚子バスソルト
価格：120円

Frisch バスフィズ
フローラル
価格：70円

Frisch バスソルト
Floral

価格：60円

フェイスマスク
Moisturizing
価格：98円

フェイスマスク
Emollient
価格：98円
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食品シリーズ

＜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

※価格はすべて税抜き表記です。

■ティータイムに最適な食品シリーズをご紹介！

思わずクスッと笑ってしまいそうな商品名や、インパクト大のキュートなパッケージデザイン、そして肝心の味にもこだわった「AWESOME
STORE」のお菓子＆ドリンクシリーズ。フィットネスやボディケア後のティータイムのお供としてぜひお試しください！

おもしろネーミングのスナック菓子や、アニマル柄のクッキー、そしてスティックケーキなど、オーサムストアのオリジ
ナル菓子は、見た目が可愛くて、ラインナップも豊富！もちろん味も美味しいので、ティータイムのお供に最適です！

■ティータイムのお供に！オーサムストアのキュート＆ファニーなオリジナルお菓子！

「アニマルクッキー」シリーズ

バジリ子＆酢ザンヌマヨ彼（カレー） ボーノボーノ 塩ボーロ

味によって異なる動物がデザインされたクッキー。全9種。
価格：98～118円

「オリジナルスナック菓子」シリーズ

ネーミングがおもしろいスナック菓子。味も個性的です。全9種。
価格：各98円

ストロベリークッキー
（ウサギ）

ブルーベリークッキー
（パンダ）

焼きショコラクッキー
（ライオン）

「スティックケーキ」
シリーズ

食べ応え十分なサイ
ズのスティック型
ケーキ。全5種。
価格：各98円

アップル チョコブラウニーミックスベリー

ご一緒に
ドリンクも！

味わい深いアンデス産ドリップコーヒーや、水出しのルイボスティー、国産抹茶を使用した抹茶ラテなど、ドリンク類も
充実！ここで紹介している以外にも、さまざまなドリンクをご用意しています。ぜひおうち時間を充実させるティータイ
ム用としてお試しください！

■オーサムストアのドリンクシリーズで、リラックスティータイムを！

ご一緒に
スイーツも！

オレンジ 抹茶ショコラ

水出しオーガニックルイボス 6P
価格：188円

オーガニックドリップコーヒー 5P
価格：240円

抹茶ラテ
価格：298円
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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、54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4月9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？

＜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

※表参道店舗外観

https://www.awesomestore.jp/ext/storelist.html
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