
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、同社が運営する生活
雑貨などを販売するライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」の新商品とし
て、低価格ながらデザイン性が高い、グランピング向けのファッション小物・雑貨類を、全国の
「AWESOME STORE」、およびオンラインショップにて展開しております。

■概要
近年、その手軽さから人気が高まっている「グランピング」。グラマラス（魅惑的）とキャンピング

を掛け合わせた造語で、テント設営や炊事、道具の用意が必要ない、初心者でも簡易に自然を満喫でき
る贅沢なアウトドア・スタイルとして注目されています。
ライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」は、そんなグランピングに最適

な雑貨やファッションアイテムを、驚きのクオリティ＆低価格で展開しております。帽子やバッグなど
のファッション小物、防寒アイテム、部屋やテント内を自分好みに装飾できるライトガーランド、ある
と便利なアウトドア向けグッズまで、多種多様な品揃え。現地での準備時間が必要ない分、自然の中で
ゆったりとした時間を過ごせるグランピング。ぜひオーサムストアのグッズで、さらに充実したアウト
ドア体験をお楽しみください。
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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

グランピングをさらに自分スタイルにできるアイテムが充実
オーサムストアならではのデザイン＆プライスなグッズを紹介

話題の”グランピング”に最適なグッズがたくさん！
「オーサムストア」の様々なプチプラアイテムで

手軽にアウトドアを満喫しよう！
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ファッションアイテム

＜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。 ※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。

ニットキャップ Staycation
（オレンジ、ブラック、マスタード）
価格：各690円
サイズ：頭囲56～58㎝

ケーブルニット帽（アイボリー、ネイビー）
価格：各980円

サイズ：頭囲56～58cm

ニット帽 Rame Rib（ベージュ、グレー）
価格：各890円

サイズ：頭囲56～58cm

ガーター編み スヌード
価格：980円

サイズ：周囲約75cm

■秋冬のグランピングは冷え込みます！帽子やネックウォーマーでしっかり防寒対策を！

防寒だけでなく、スタイリングのアクセントにも最適なニット帽やネックウォーマーさまざまなバリエーションを用意しているので、
スタイリングに取り入れやすいラインナップとなっています。もちろん「AWESOME STORE」ならではの価格帯も魅力です。

ケーブルニット ネックウォーマー
価格：790円

サイズ：長さ約55cm

コーデュロイ ネックウォーマー
価格：790円

サイズ：周囲約64cm

2トーン スヌード
価格：1,280円

サイズ：周囲約95cm

ボタンで簡単に

■ブランケット Sサイズ

ボタン付きで、ブランケット、ポンチョ、ボレロの3通りの使い方
ができます。
価格：各690円
サイズ：W100×H70cm

■ブランケット
Lサイズ

毛布にもなる大きめ
サイズのブランケッ
ト。折り返してボタ
ンで留めれば足を入
れられるポケットに
なります。
価格：各1,890円
サイズ：
W140×H245cm

■ストール各種

首に巻くのはもちろん、広げて体にかけたりひざ掛けにするなど、アウトドアシーンで使えるアイテムのストールに、新作5種がラインナップ。
価格：各1,280円 サイズ：W180×H60cm
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ファッションアイテム

＜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。 ※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。

■ルームカーディガン＆
ウェアブランケット

厚手で肌触りが良いのでお部屋やテ
ント内でのくつろぎタイムにぴった
りなルームカーディガン類。
女性に対してゆったりなサイズ感な
ので、中にトレーナーなどを着てい
ても十分羽織れるサイズ感です。
ちょっと寒い夕方から就寝時にかけ
て、何かと重宝すること間違いなし
なアイテムです。

※火気に近づけると毛羽に着火する
恐れがありますので、ご注意くださ
い。

ウェアブランケット（Yiska／Check）
価格：各2,980円（税抜）

ルームカーディガン（Star／ Maka）
価格：各2,980円（税抜）

■アウトドアルックなバッグ＆ポーチ

グランピングでのコーデにぴったりな、アウトドアルックで使
いやすいアイテムがラインナップ。シンプルでクラシックなデ
ザインなので、普段使いにも最適です。

キャンバストートバッグ Go Where
価格：1,480円

サイズ： W27cm×D25×H28cm

キャンバスポーチ Terminal
価格：590円

サイズ：W21cm×H14cm

ショルダーバッグ Canvas Cycle
価格：1,280円

サイズ： W45cm×D4cm×H45cm

ミニ ショルダーバッグ Square
価格：890円

サイズ：W16×D8×H22cm

ウェストバッグ Tag
価格：1,280円

サイズ： W20×D10×H17cm

mailto:pr@represent-as.jp


コンテナキャリー
荷物を詰めて運べるコンテナキャリー。
使用しない時は折り畳んでおけます。

価格：2,480円
サイズ：W45.5×D38×H99cm（使用時）

便利グッズ

※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。

グランピングをさらに楽しむための、居住＆収納グッズを紹介！繰り返し使用できるキュート
なエコカイロ、かわいいデザインのライト各種、重い荷物をラクラク運べるキャリーなど、便
利なグッズを紹介！

■おしゃれに楽しむための、居住＆収納グッズ！

エコカイロ（Soup Can／Honey Bottle）
お洒落なデザインのエコカイロ。

沸騰したお湯に入れることで、繰り返し使用できます
価格：各190円

ライトガーランド バルブ
ライトアップするガーランドで、

サイトを自分好みに演出！種類も豊富！
価格：1,280円

LEDキャンドル S（ゴールド、シルバー）
どこにでも置けるキャンドルライト。

便利な電池式です。
価格：各80円

LEDランタン
トイレなどに行くときに重宝するランタン。
つまみを回して明るさを調節できます。

価格：890円

BBQなどでお腹を満たした後は、お菓子やスイーツで夜長を楽しみましょう！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、グランピングのお供に最適です！

■BBQの後はお菓子タイム！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！

＜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

秋の夜長に
最適！

「アニマルクッキー」シリーズ
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

バジリ子＆酢ザンヌマヨ彼（カレー） ボーノボーノ 塩ボーロストロベリークッキー
（ウサギ）

焼きショコラクッキー
（ライオン）

ブルーベリークッキー
（パンダ）
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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、49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。
※2019年10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
・Twitter（@awesomestore417）

https://twitter.com/awesomestore417
・Facebook（@awesomestore.jp）

https://www.facebook.com/awesomestore.jp/
・Instagram（@awesomestore_jp）

https://www.instagram.com/awesomestore_jp/

※表参道店舗外観

”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
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