
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、リモートワークを快適にしてくれるグッズ各種を、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
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言によって、様々な企業が自宅で仕事を行う「リモートワーク」を導入していま

す。しかし突然の対応となったため、なかなか環境が整っていない方も多いのではないでしょうか？ 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、「おうちでお仕事」の環境を整えることができる
グッズを厳選してご紹介いたします。
デスク回りを整頓できるアイテムをはじめ、緑の差し色で仕事の効率アップが期待できるフェイクグリーン、香りで安

らぎ空間を作れるアロマディフューザーなど、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。

『おうちでお仕事』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200423.html
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整理整頓からリラックスグッズまで
お手ごろアイテムで「おうちでお仕事」環境を快適に！

リモートワークを手軽に、快適に！
オーサムストアの様々なグッズで、
自宅での仕事環境を整えよう！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200423.html
mailto:pr@represent-as.jp


DIYペンスタンド Gasstation
価格：490円

DIYペンスタンド Van
価格：690円

DIYペンスタンド Taxi
価格：980円

DIYペンスタンド
Container RD
価格：690円

DIYペンスタンド
Container BL
価格：690円

「おうちでお仕事」おすすめグッズ
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※価格はすべて税抜き表記です。

■まずは机を整理整頓！収納＆お掃除グッズ

慣れない自宅での仕事作業。机の上が散らかっている状態だと、効率が悪くなる一方…。まずは整理整頓から！ということで、収納＆お掃除に
最適なグッズをご紹介。整理整頓できるだけでなく、インテリアとしても優秀なデザインのアイテムを取り揃えております。

DIYペンスタンド
組み立てて使える、DIYのペン立てです。

ペンスタンド Tel Box
価格：1,280円

ペンスタンド Dog Colorful
価格：490円

ペンスタンド Cat Colorful
価格：490円

ミニコンテナボックス（S、M）
価格：各190～290円

サイズS：W15×D10×H6cm
サイズM：W25×D16.5×H10cm

フェイクレザー
デバイスボックス
価格：1,280円

ペンスタンド S
価格：590円

レターボックス
価格：790円

ペンスタンド L
価格：790円

デスクオーガナイザー各種
散らばりがちな小物をまとめられる木製ボックス。

Alf ゴミ箱 S（レッド、ホワイト）
価格：各490円

サイズ：Φ13.5cm×H16.5cm

キーボードブラシ
価格：190円

PCマウス型デスククリーナー
価格：190円

メモスタンド、クリップ10個付き。

シーグラスハンディブラシ
価格：98円
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※価格はすべて税抜き表記です。

■あると便利なグッズ

リモートワークの効率が良くなるグッズをご紹介。オフィスから自宅へPCを移動するときに有効なケース類をはじめ、見えるところに簡単
に貼って置ける付箋型のスケジュール、さらにはメモをまとめて置けるクリップなど、あると便利なアイテムが揃っています。

■おもしろグッズ

自宅でのこもりきり作業だと気分が落ちる…。そんな時はおもしろグッズを使ってみるのはいかがでしょうか？ユニークな形状のボールペンや、
ケーブルをまとめるのに最適なカエル型の結束バンド、握ってストレス解消できるボールなど、卓上におくだけで楽しくなるアイテムをご紹介
します！

デニムエプロン（Hickory、Indigo）
価格：各980円

サイズ：W75×Ｈ85cm

ボールペン各種
価格：各290円

造形にこだわったユニークな形状の
ボールペンです。

フィンガーリフレッシャー
価格：290円

指をコロコロと撫でることでリ
ラックスタイムを味わえます。

「おうちでお仕事」おすすめグッズ

ガジェットケース M
価格：590円

サイズ：W17×D10×H4cm
コードやUSB、バッテリーなどを
収納できるガジェットケース。

ガジェットケース L
価格：980円

サイズ：W35×D25×H3cm
13インチ薄型ノートPCまで
入るガジェットケース。

PC周りのバッテリーやマウス
なども一緒に収納できます。

インデックス付箋
Mountain、New York
価格：98円／各柄20枚入り

タイムスケジュール付箋
価格：150円

50枚入り

To Doリスト付箋
価格：150円

50枚入り

クリップ Bundel各種
価格：各98円

書類下げや裏紙メモなど、多様に使えるクリップ。

結束バンド Frog
価格：98円

ぐにゃぐにゃと好きな形に体を動かす
ことができる結束バンドです。

スクイーズボール Rainbow
価格：150円

握ると網からカラフルなボールがブニュっ！と
飛び出すスクイーズボール。ストレス解消に！
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※価格はすべて税抜き表記です。

■グリーンの差し色で効率アップ！

卓上など目に入る場所に「緑」を置くこと＝緑視化することで、ストレスを軽減し集中力を高める効果があるといわれています。「AWESOME
STORE」はフェイクグリーンの種類も充実！お手入れ不要なフェイクグリーンで、効率アップを目指しましょう！

「おうちでお仕事」おすすめグッズ

ウッディ

エッセンシャルオイル各種
価格：各590円
容量：3ml

アロマディフューザーで
使用できるアロマオイルです。

Uovo アロマディフューザー
価格：3,680円

大容量タイプのアロマ加湿器。
お好みの香りを入れてスイッチを押
すだけで疲れたココロとカラダをリ

フレッシュしてくれます。

アロマディフューザー Wood
価格：2,680円

光と香りによってヒーリング効果
が期待できるアロマ拡散器。
付属のUSBケーブルでパソコン
等に接続し、卓上使用可能です。

スウィートバニラ フラワーローズ リフレッシュライム リラックスラベンダー

ガラスグリーンボウル
Echeveria
価格：290円

サイズ：φ5.5cm×H6.5cm

フェイクグリーン サボテン S
価格：890円

サイズ：W9.5cm×D9.5cm×H20cm

フェイクグリーン サボテン M
価格：1,580円
サイズ：

W16cm×D12.5cm×H35.5cm

クローバーポット
価格：490円

サイズ：W9.5×D9.5×H16cm

ジョウロフェイクグリーン Lavender
価格：590円

サイズ：W15×D6×H15cm

■アロマの香りでリフレッシュ！

空気の乾燥を防ぐとともにお肌の保湿効果も期待できるディフューザー。その日の気分でセレクトしたアロマオイルを併せて使用すれば、いい
香りに包まれて気分もリフレッシュ！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！

ジョウロフェイクグリーン Daisy
価格：590円

サイズ：W15×D6×H15cm

ガラスグリーンボウル
Aeonium
価格：290円

サイズ：φ5.5cm×H6.5cm
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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、55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23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
https://www.awesomestore.jp/
https://www.instagram.com/awesomestore_jp/
https://twitter.com/awesomestore417
https://www.facebook.com/awesomestore.jp/
mailto:pr@represent-as.jp

