
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、七夕を盛り上げるグッズ各種を、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
もうすぐ七夕。年に一度の夏行事、七夕を盛り上げてくれるグッズで華やかお祝いしてみるのはいかがでしょうか？今

回は、AWESOME STOREのバラエティに富んだ様々なアイテムの中から、七夕を素敵に演出してくれるグッズを厳選し
てご紹介いたします。
壁や食卓を彩るデコレーションアイテムをはじめ、夏を通して使える涼し気な食器といったテーブルウェア、さらにオ

リジナルの「原宿ソーメン」など、さまざまなアイテムを取り揃えています。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。

『七夕・涼感ダイニング』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200611.html
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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

デコレーションアイテムから涼食器、そして素麺まで！
「七夕」を盛り上げるおすすめアイテムをご提案！

今年の七夕は、食卓も華やかに★
気分を盛り上げるデコレーションアイテムや
夏を通して使える涼し気な食器が登場！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200611.html
mailto:pr@represent-as.jp


ペーパーファン Assort（ブルー／ピンク）
価格：各220円

サイズ：Φ31cm / 25cm / 22cm

「七夕」おすすめグッズ

＜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。

■「七夕」デコレーションアイテム

温もりを感じるやさしい質感とデザインに思わずほっこりしてしまうフェルト製デコレーションアイテムや、簡易に飾り付けが可能なペーパー
ファンなどをご用意。「七夕」をお祝いするスペースを、華やかに演出します。

フェルト Sasa Star
価格：290円

七夕の笹をモチーフにした
フェルトの飾りです。自分で
願い事が書ける紙の短冊つき。

フェルト Tanabata
価格：190円

織姫と彦星が再会しようと
している風景を表現した
フェルト製の置物。

フェルトリース Tanabata
価格：290円

笹が揺れてさらさらと音が聞
こえてきそうなデザインの

フェルト製リース。

■オリジナルフード
「原宿ソーメン」

オリジナル食品シリーズより、
素麺がラインナップ！その名も
「原宿ソーメン」。3種の風味
をご用意しております。

それぞれ、豊かに香る爽やかな
風味と､手延べ素麺ならでは歯
ごたえ､旨み､喉ゴシをお楽しみ
いただける本格派です！

原宿ソーメン しそ
価格：198円

ペーパーファン Assort（ゴールド／シルバー）
価格：各690円

サイズ：Φ36cm / 31cm / 21cm

フェルトガーランド Star Flake
価格：230円

サイズ：70cm×0.6cm×10cm
どんな部屋にも合うスタンダードな

星ガーランド。

原宿ソーメン 柚子
価格：198円

原宿ソーメン うめ
価格：198円
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＜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。

■涼食器

夏の暑さをやわらげてくれる、見た目も涼し気なガラス製食器を多数ご用意してお
ります。 AWESOME STOREならではの低価格帯も魅力です！

■ドリンクウェア＆酒器

涼しいカラーリングのドリンクウェアや酒器類も豊富にライ
ンナップ。食卓を華やかにしてくれます。

Clear オーバルプレート L
価格：490円

サイズ：W37.5×D13.5×H3cm

Clear ラウンドプレート
価格：390円

サイズ：Φ19×W2.5cm

ガラスプレート Dot L
価格：450円

サイズ：Φ24.5×H4.5cm

Clear 2連プレート
価格：490円

サイズ：W25.2×D15×H3cm

ガラス浅漬鉢
価格：590円

サイズ容量：Φ10×H7.5cm
約230ml

ガラス浅漬鉢 L
価格：790円

サイズ容量：Φ13×H9.5cm / 約640ml

マーブルグラス タンブラー
（レッド、ブルー）
価格：各690円

ガラスボウル Dot S
価格：290円

サイズ：Φ12.5×H6.5cm

ドットグラス タンブラー（クリア、ブルー）
価格：各290円

グラス タンブラー Line（BLYL、RDBL）
価格：各690円

グラスタンブラー
Ohajiki

価格：690円

ガラスそば猪口 マーブル
価格：250円

ガラス徳利 Ice
価格：690円／容量：220ml（1合）

ポケットに氷を入れれば、冷酒を薄めず楽しめます。

ガラス徳利
価格：490円

容量：220ml（1合）

ガラスお猪口
価格：190円ガラスそば猪口

価格：190円

Marble ガラス シリーズ 上）Plate L 価格：490円
中）Bowl L 価格：590円
下）Bowl S 価格：290円

テーブルウェア
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プレイスマット RoundGritter SV
価格：290円

サイズ：Φ38cm

＜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。

■お箸

AWESOME STOREは、和食器も豊富にご用意！なかでも箸は、ありそう
でなかったカラーリングの商品をラインナップしております。

箸 5P Wood
価格：490円

箸 5P Border
価格：290円 白食器 箸置き Triangle

価格：98円
白食器 箸置き Sakura

価格：98円

箸 Denim
(Border、Stripe）
価格：各190円

箸 Ito Line
（ブラック、ホワイト）

価格：各190円

■プレイスマット

ダイニングスペースを華やかに彩るプレイスマット。夏らしいカラーリングや素材など、多種多様な商品ラインナップとなっております。

メッシュプレイスマット Wave BL
価格：290円

サイズ：W45×H30cm

箸 Lame Line
（ネイビー、レッド）

価格：各190円

メッシュプレイスマット Wave SA
価格：290円

サイズ：W45×H30cm

メッシュ プレイスマット Ripple LBL
価格：290円

サイズ：W45×H30cm

メッシュ プレイスマット RoundGY
価格：290円

サイズ：Φ38cm

メッシュ プレイスマット RoundTBL
価格：290円

サイズ：Φ38cm

テーブルウェア
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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6月11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
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