
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）」より、低価格
ながらデザイン性が高いお正月グッズを、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。

■概要
ライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」は、令和初のお正月を鮮やかに

彩るルームデコレーションアイテムやテーブルウェア、ペットグッズ類を、驚きのクオリティ＆低価格
で展開しております。手軽にお部屋をお正月モードに演出できるフェルト製のガーランドや置物、お
しゃれな重箱やペーパーナプキンといったテーブルウェア、手土産に最適なキッチンスポンジや小さな
紙袋、さらに大切なペットと一緒にお正月を楽しめるコスチュームなど、さまざまな商品をご用意。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。

2019年11月28日
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

フェルト製のルームデコレーションやペットコスチュームまで
お正月を彩るアイテムは「オーサムストア」でリーズナブルに揃えよう！

令和初のお正月を盛り上げてくれるアイテムが登場！
飾り物から手土産、ペットグッズまで揃う
「オーサムストア」のお正月アイテム
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フェルト製ルームデコ

＜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。

フェルト 熊手 L
価格：590円

サイズ：W27×H30cm

フェルトリース しめ縄
価格：290円

サイズ：W19×H18cm

フェルト ねずみ
価格：190円

サイズ：W11×H8cm

フェルトガーランド
椿／お雑煮／だるま
価格：各290円

サイズ：H53～58cm

フェルト置物 各種
価格：各190円

サイズ：H10～12cm

フェルトガーランド 正月あそび
価格：290円

サイズ：W65×H11cm

■こころがほっこりするフェルト製ルームデコレーションアイテム

令和初のお正月を、手軽に可愛く演出できるフェルト製のルーム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います。お正月といえば、なモチーフを置
物やガーランドなどで多数ラインナップいたしました。もちろん「AWESOME STORE」ならではの
低価格帯も魅力です！

フェルト 熊手
価格：370円

サイズ：W20×H23cm

フェルト 門松 L
価格：370円

サイズ：W13×H19cm

フェルトガーランド Happy New Year
価格：290円

サイズ：W105×H15cm
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テーブルウェア＆お土産

＜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。

祝い箸 5P
価格：230円

5膳入り

ペーパーナプキン Happy New Year
価格：98円
20枚入り

重箱 Ichimatsu
価格：1,280円

サイズ：Ｗ15×Ｄ15×Ｈ14cm

祝いペーパープレイスマット 5P
価格：230円

5枚入り

■新年のご挨拶に最適な、小粋なお土産グッズ

プチギフトに最適なグッズをご紹介。小さなアイテムを入れるのにぴったりなお正月限定の紙袋、いくつ
あってもうれしいキッチンスポンジ、和柄ながらポップなデザインのぽち袋など、さまざまなアイテムを
ご用意。新年のご挨拶に添えるカジュアルギフト「こ年賀」として、ぜひご利用ください。

ぽち袋 6P かるた
価格：98円／6枚入り

ぽち袋 6P 獅子舞
価格：98円／6枚入り

ぽち袋 6P 2020
価格：98円／6枚入り

ぽち袋 6P ねずみ
価格：98円／6枚入り

キッチンスポンジ だるま
価格：98円

ペーパーバッグ S 富士山
価格：120円

キッチンスポンジ 富士山
価格：98円

キッチンスポンジ 招き猫
価格：98円

■シック＆ポップなデザインのお正月テーブルウェア

手軽にお正月ムードを味わえるテーブルウェアが登場！白を基調
としたシックなデザインの重箱、富士山をポップな和風テイスト
にデザインしたペーパーナプキンやペーパーマットなどをご用意。
シックながらポップなデザインのアイテムで、新年の食卓を素敵
に演出してください。
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ペットグッズ

※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。

＜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

ペット コスチューム 着物（赤）
価格：690円
サイズ： S／M

かわいらしい花柄の生地に
大きめの帯のデザインがポイント！

■大切なペットと一緒に楽しめる
「#036PETS」のお正月アイテム

ペットほっかむり ねずみ
価格：390円

サイズ：小～中型犬・猫

ペットほっかむり みかん
価格：390円

サイズ：小～中型犬・猫

ペット フェルトハット 富士山
価格：290円

サイズ：小～中型犬・猫

ペット フェルトハット 鏡餅
価格：290円

サイズ：小～中型犬・猫

猫じゃらし 小槌
価格：190円

打ち出の小槌から、「小判」や
「鯛」や「招き猫」などめでた
い物が飛び出している正月の猫
じゃらし。2020年の干支のネ

ズミも飛び出でいます。

オリジナルのペットグッズシリーズ「#036PETS（オーサムペッツ）」よ
り、大切なペットも一緒になってお正月シーズンを楽しめるグッズが登
場！年賀状作成やSNS映えする写真撮影に役立つこと間違いなしなアイテ
ムをラインナップしております。

ペット コスチューム 着物（黒）
価格：690円
サイズ： S／M

お正月に最適な袴デザイン。
家紋風プリントがポイントです。
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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、52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11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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