
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、春の新生活を応援する『AWESOME LIFE –
SPRING-』を、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインストアにて開催いたします。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
春から始まる新しい生活に胸を弾ませている方、必見！「AWESOME STORE」では、そんな気持ちをさら

にワクワクさせる新生活向けグッズを、３月５日（金）より多数展開します！ポップなデザインのカップリド
やキッチンツール、明るいデザインのエプロンやミトン、毎日のランチ時間が楽しくなるお弁当グッズや、お
部屋の中まで明るくしてくれるインテリアグッズ、楽しい気分でお掃除もはかどるおもしろデザインのお掃除
グッズまで、幅広くご用意。心が躍るデザイン商品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。

『AWESOME LIFE –SPRING-』特設サイト
https://www.awesomestore.jp/store/pages/topic210305.aspx

2021年3月5日
株式会社レプレゼント

春の新生活をわくわくさせるアイテム満載！

春を手軽に楽しもう！
『オーサムライフ-スプリング-』

店頭・オンラインショップにて３月５日（金）よりスタート！

＜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

https://www.awesomestore.jp/store/pages/topic210305.aspx
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キッチン・ダイニング①

■新しい季節にぴったり！「春」を感じるカラフルなキッチングッズ

心が弾んでしまう春の季節がいよいよスタート！ポップで元気なカラーリングのキッチングッズを多数ご用意いたしました！もちろん
「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

「プラスチックバッグ M
20P Diner RD」

価格：150円／20枚入り
アメリカンダイナーのサインボードを

モチーフにしたデザインです。

「折り畳み式 フードコンテナ S RD」
価格：390円円
容量：約300ml

サイズ：幅13×奥行9.5×高6.5cm

PeanutsTomato

「レンジガード Recipe」
価格：290円

サイズ：W83×H39cm
肉や魚料理のレシピ柄のレンジガー
ド。コミカルなイラストでクッキン

グが楽しくなります。

「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。

「カップリドPaint」
価格：290円

サイズ：φ12×H4cm
電子レンジ可

食洗機・オーブン不可
パレットの上に絵の具が出された、

絶妙なバランスがユニークな
デザインのシリコンリドです。

「シリコン たわし BL」
価格：190円

サイズ：直径9.2×厚さ1.3
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。

「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500ml
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。

「ポリ袋 30P Peanuts」
価格：120円／30枚入り
サイズ：W20×H30cm 

厚さ0.015mm 
スーパーマーケットをイメージした

デザインのポリ袋。

「折り畳み式 フードコンテナ M GR」
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 BL」
価格：590円
容量：約750ml

サイズ：幅18×奥行12×高7cm

「プラスチックバッグ L
10P Record BL」

価格：150円／10枚入り
ニューヨークの老舗レコード店を
モチーフにしたデザインです。

折りたたむと、
コンパクトに

重ねて収納できる！

「カップリド Peanut」
価格：290円

サイズ：φ12×H4cm
電子レンジ可

食洗機・オーブン不可
ビーチでのんびりくつろぐ
ピーナッツがにくい、
ASらしいデザインの
シリコンリドです。
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キッチン・ダイニング②

「エプロン各種」
価格：各590円／サイズ：W70×H80cm

ポップなデザインが気分を上げてくれるエプロン。
この2種類の他にも新作があります。

※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

「キッチンスポンジ 各種」
価格：98円

サイズ：W13×D3×H9cm
耐熱温度：75℃

置いてあるだけでキッチンが楽しく
なるアイテムです。

「コットンキッチンミトン」
価格：980円
サイズ：290円

サイズ：W12×H22cm
材質：綿100%。

ポップなカラーリングでお洒落に
キッチン周りをおしゃれに彩ります。

BananaMilkBottle MelonFloat

「ドライングマット M Lemon」

価格：290円
サイズ：W40×D23cm

爽やかなレモン柄のドライングマット。

【シリーズ累計販売数 150万個突破アイテム！！】
「マイクロファイバースポンジ 5P 」

価格：各150円／５枚入り
サイズ：W12×H8cm 

水だけで汚れが落とせるマイクロファイバ素材。

「ドライングマット L Lemon」
価格：450円

サイズ：W40×D45cm
マイクロファイバーの

吸水速乾効果を活かしたマットです。

Green Apple

Farm

「シリコン オイルブラシ YE」

価格：290円
サイズ：W3.4×D1×H20.7cm

ハケがしなやかな
シリコン製のブラシ。
※3月中旬発売予定

「シリコン 泡だて器 YEBL」

価格：290円
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。
※3月中旬発売予定

「シリコン スパチュラ
(S／M)」

価格：各390円
サイズ(S)：W4.1×D1×H20.7cm
サイズ(M)：W5.5×D1.5×H27.8cm

ボウルで作った生地などをかき集めやすい
シリコン素材のヘラです。

※3月中旬発売予定

M 

「計量カップ 300ml Amelia」

価格：290円
容量：約300ml
耐熱温度：70℃

赤いワンポイントロゴがポイントです。

S 

「まな板 Lemon」

価格：490円
サイズ：W23×D1.3×H36.8cm

耐熱温度：70℃
オーガニックブランドをイメージした

デザイン。
立て掛けてあるだけで、
アートボードのような

おしゃれなデザインです。

Lemon

Cherry Pie Cup

Green Apple Farm
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ランチ

■おうちピクニックにも活躍！心が躍る「春」ランチグッズ

ランチ時間も彩り鮮やかに！カラフルデザインや、アニマルデザインの
お弁当グッズ、さらにおにぎり用のアルミホイルまでご用意しております。
すべて「AWESOME STORE」オリジナルのデザインで展開しております。

Sea Salt

※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

「弁当ピック 20P Zoo」
価格：98円／20本入り（4柄×5本）

サイズ：全長６cm
アニマルデザインのカラフルなピックです。

裏と表でデザインが異なり、
華やかに彩ってくれます。

「おにぎりホイルシート」
価格：150円

デリカテッセンイメージのデザインの、おにぎりホイルです。
サンドウィッチなど食べ物を包むのに最適です。

「弁当カップ各種」
価格：各98円／各30枚入り

ポップな色合いで、ちらっと見えてもおしゃれな、
様々な用途で使いやすいカップです。

3サイズの展開です。

Oval Apple
サイズ：W9.5×H３×D５

Fried Egg M
サイズ：９号

Sausage S
サイズ：６号

Deli
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インテリア

■明るい雰囲気に一新！
お部屋にも、手軽に「春」を取り入れましょう！

せっかくの新生活。お部屋も爽やか気分になるアイテムで揃えてみてはいかがでしょうか？
AWESOME STOREでは、ひとつお部屋にとりいれるだけで、
明るい雰囲気になるインテリアグッズもご用意しております。

※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

「デニム クッションカバー Tag」
価格：980円

サイズ：W45×H45cm

「クッションカバー Plants」
価格：390円

サイズ：W45×H45cm
1月下旬発売予定

「クッションカバー Native BRNV」
価格：390円

サイズ：W45×H45cm
1月下旬発売予定

「ラウンドラグ Brooklyn」
価格：1,980円／サイズ：Φ90cm

ブルックリンの架空の家具屋をイメージした
デザインとなっています。

「ラウンドラグ Apple GR」
価格：1,980円／サイズ：Φ90cm

リンゴジュースの作り方を
ポップにデザインした円形のラグです。

「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

カラフルな組み立て式ミニコンテナボックス。
収納に便利で、お部屋を楽しくしてくれます。
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日用品

■日用品も「春」色に！
ありそうでなかった、カラフルなデイリーグッズたち

AWESOME STOREはお掃除グッズもご用意！そのまま置いてもかわいいパッケージデザ
インの洗剤から、さまざまな個所に使用できるクリーニングクロス、デザインもかわいい
スプレーボトルまで、ご用意しております。楽しくお掃除して、新生活を迎えましょう！

※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

S （Day）

「霧吹きスプレーＳ、Ｌ 」
価格： Ｓ 120円、Ｌ 各190円

サイズ：S 約φ7×H14cm、Ｌ 各12×D85×H31cm
容量：Ｓ 約200ml、Ｌ 各約900ml

アルコール液を詰め替えて使用できます。
お店や玄関などに置いて使いやすい

大きめサイズ。

L （ Bens BL） L（Garden）

クリーニングクロス 3P
価格：290円

素材は吸水速乾の
マイクロファイバーなので

多様に使えます。

クリーニングクロス Hard
価格：390円

油汚れや水垢などの頑固な汚れに
役立つ、便利な使い捨てクロスです。

「長男ジューソー 240g」
価格：98円

しっかり者の長男ジューソー
そうじから洗濯まで、
様々な用途に使えます。

「次男セスキ 220g」
価格：98円

まじめなインテリ次男セスキ。
ガンコな汚れを

スッキリ落とします。

「末っ子クエンサン 120g」
価格：98円

やんちゃな末っ子クエンサン。
湯アカ･汚れを

しっかり落とします。

「愛犬オキシー 120g」
価格：98円

3兄弟の愛犬オキシー。
酸素パワーで
しつこい汚れも

綺麗におとします。

「おそうじ３兄弟＋ペット」
価格：各98円

ついにおそうじに役立つ洗剤シリーズが登場！
お部屋に置いても可愛いデザインパッケージで

楽しくお掃除しよう！
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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、5８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5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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https://twitter.com/awesomestore417
https://www.facebook.com/awesomestore.jp/
mailto:pr@represent-as.jp

