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新作のキッズ向けアイテムが続々入荷！
お子様の成長によって楽しめる商品が

豊富にラインナップ中！

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、低価格ながらデザイン性が高い、お子様の成長に合わせて
お使いいただける『オーサムキッズ』アイテムを、全国の「オーサムストア」店舗、およびオンラインストアに
て展開しております。

■概要
お子様の生活を楽しく演出できるよう、成長に合わせてお使いいただける『オーサムキッズ』アイテムを幅

広くご用意しております。ベビー向けとして、食事に大活躍のビブやシリコンプレートなど。幼稚園・小学
生向けとして、お風呂用知育トイやファッション＆レイングッズなど、オーサムストアらしいポップなデ
ザインのアイテムを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。

『成長を楽しもう！オーサムキッズ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210916/

ベビーから小学生キッズ向けまで幅広いアイテムが多数登場！
お子様の成長に合わせて『オーサムキッズ』の商品を揃えよう！
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-ベビー編-
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-幼稚園児・小学生編-

■デザイン＆カラーにこだわったベビー向けグッズ

赤ちゃんとの日々をポップに楽しく彩ってくれるアイテムが充実！
シリコン製で機能的なビブやプレートなど、統一感のあるカラーリングと
デザインです。

「キッズ シリコンプレート」
価格：各649円

サイズ：W28×D22×H2cm

「キッズ シリコンビブ」
価格：各649円

サイズ：W22×D2×H28cm

「キッズ シリコンスプーン」
価格：各209円

サイズ：W3×D2×H14cm

「エチケット袋 カバー フィルム」
価格：429円

サイズ：Φ4.5×H8cm（1ロール付属・約20袋）
本体はスウェット素材なのでとても軽量で防水性があります。

「エチケット袋 詰め替え 3pcs」
価格：209円
黒色の袋なので

中の物が見えない優れものです。

オーサムスタッフ
おすすめPOINT！！

ペットのお散歩用エチケット袋ですが、こちらなんと…
赤ちゃんのおむつ入れにもおすすめです！
カラビナ付きで持ち運びもスマート。
外出が楽しくなることまちがいなし！

「キッズ スナックカップ オーサム」
価格：319円

サイズ：W14×D9.5×H6cm
両手用取っ手・フタつきに加え、
中のお菓子がこぼれにくい中ブタも
付いている便利なアイテムです。

※9月下旬発売予定！

■お風呂で遊べる知育グッズ

少し成長したキッズたちに最適！オリジナルデザインのお風呂ポスターや、
壁にくっつけることができる柔らか素材のトイなど、お風呂で楽しく学べて遊べる、
オーサムストアらしい知育グッズが豊富にラインナップ！

左）「お風呂ポスター（ひらがな、アルファベット）」
価格：各429円

サイズ：W52×H36cm
カラフルなイラストがオシャレな知育シート。

お風呂の濡れた壁に貼って剥がせる仕様になっています。

下）「EVA お風呂トイ 10P（動物園、ナンバー）」
価格：各275円

ポップで可愛らしいバストイ10個セット。湯船に浮かばせ
たり壁にくっつけることができます。
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■デザイン＆カラーにこだわったキッズ向けグッズ

そろそろお箸を持ちたいキッズ達へ！人気のお弁当箱をはじめ、バン
ブーファイバーを使用した動物のデザイン食器やお箸など、続々と新作
が登場しております。

「キッズ カトラリー
セット キリン」
価格：429円

「キッズ ランチボックス キリン」
価格：539円

左上）
「バンブーファイバー カップ」

価格：各429円
サイズ：Φ8×H10cm

右上）
「バンブーファイバー ボウル」

価格：各539円
サイズ：W14×D14×H7cm

下）
「バンブーファイバー プレート」

価格：各539円
サイズ：W22×D22×H2cm

「キッズ 箸 フェイス（オレンジ、イエロー）」
価格：各209円

サイズ：全長18cm

左）「弁当カップ オーバル アップル」
中）「弁当カップ ソーセージ S」
右）「弁当カップ 目玉焼き M」

価格：各107円
サイズ：W10×D5×H3cm（オーバル）、6号（S）、9号（M）

左）「お弁当ピック 動物園」
価格：107円

20本入り(4柄×各5本)

上）「お弁当ピック コミック」
価格：107円

20本入り(4柄×各5本)

■お部屋をポップに演出できるインテリアグッズ

温もりを感じるやさしい質感とデザインのフェルト製デコレーション
アイテム！お部屋をポップに彩り、子供たちを笑顔にしてくれます。

「フェルトガーランド
（ダイナソー、スペース、フルーツ、クッキング アニマル）」

価格：各319円
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-幼稚園児・小学生編-

■ファッション＆レインアイテムも豊富に登場！

新作のくつしたや雨が待ち遠しくなるポップなデザインのレイングッズが登場！
ついつい欲しくなるオーサムストアのオリジナルデザインです。

「キッズ レインポンチョ ゾウ」
価格：869円

フードにゾウの耳が付いた
可愛いレインポンチョです。

収納袋付き。

「キッズ レインポンチョ アライグマ」
価格：869円

フードにアライグマの耳が付いた
可愛いレインポンチョです。

収納袋付き。

「キッズ傘 ポップコーン」
価格：869円

サイズ：親骨の長さ46cm
アライグマのポップコーン屋さん

デザインのキッズ傘です。
傘を開くとポップコーンや
お店が飛び出します。

「キッズハンガー 4P」
価格：319円

サイズ：W29×D1×H17cm
可愛い色合いの子供用ハンガー4本セットです。
くぼみがあり、小さいお洋服も掛けやすいです。

「キッズソックス
（スペース、フェイス、アップル）」

価格：各319円
サイズ：16～18㎝

可愛らしいポップでユニークなデザインの
子供用くつしたです。

足裏のデザインにもこだわりあり！？

「キッズ傘 サーカス」
価格：869円

サイズ：親骨の長さ46cm
動物たちのサーカスデザイン
のキッズ傘です。傘を開くと
テントやゾウが飛び出します。

「キッズ ビニール傘」
価格：539円

サイズ：親骨の長さ48cm
幾何学模様の柄のキッズ用のビニール傘。

一面が透明ビニールなので前が
見やすいのもポイントです。

※9月下旬発売予定！
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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、63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9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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