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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、リモート環境を快適に整えてくれるアイテムを、全国の「AWESOME 
STORE」店舗、およびオンラインストア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の影響により、自宅におけるリモートワークや、SNSの配信・閲覧といった機会が増えました。本

リリースでは、そんなリモート環境に対応できる、『作業環境の整頓』に特化した新商品や、『疲れを癒す』効果のある
アイテムなど、作業を快適化できるグッズをまとめてご紹介いたします。
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。

『 #おうち時間充実グッズ ～リモート環境を整えよう！～ 』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature210128.html
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作業効率化グッズから、疲れを即リフレッシュしてくれるアイテムまで
環境と身体を整えてくれるアイデアグッズが盛りだくさん！

＜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

リモート環境を快適に！
「自宅」と「自分」を心地よく整える

オーサムストアの“厳選グッズ”をご紹介！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature210128.html
mailto:pr@represent-as.jp


※価格はすべて税抜き表記です。
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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

ノートPCスタンド
価格：980円

【適応サイズ】ノートPC 15.6inch（最大）、タブレット 13inch（最大）
角度調整、高さ調整が簡単にできるノートPCスタンド。
姿勢が悪くなりがちなリモートワークにおすすめです。

スマホクリップホルダー
価格：390円

【適応サイズ】スマートフォン 約幅58～90ｍｍ、厚さ7～13mm 
アームを自由自在に変えて、

お好みの向きや高さに調整できるスマートフォン用ホルダーです。

■スマホ＆パソコン便利グッズ

コロナウイルスの影響で、自宅でのリモート作業がもはや日常となっております。
仕事でもプライベートでも欠かせないスマートフォンやパソコンですが、手持ちでは見づらく感じたり、作業場所に悩むことも…。
そこで、様々な場面で使える最新便利グッズをご紹介します。

作業環境を整えるグッズ①

ベッドトレイ Jose&K
価格：1,480円

サイズ：幅67×奥行35.5×高さ26cm（組立て時）
タブレットを立てられる溝と

ケーブルを通せる穴が開いているので、
動画などを見るのにも活躍するアイテム。

脚が折り畳めるので、収納の際も場所を取りません。

スマートフォンスタンド
価格：98円

【適応サイズ】スマートフォン・タブレット：約幅
30×高さ22×厚さ1.2cm(最大)

角度を6段階に調整できる折り畳み式のスマート
フォン用スタンド。コンパクトで持ち運びにも便利。

■ライトアップ・調節便利グッズ

スマートフォン用の簡単取り付けライトやスタンド、トレイなど、SNS配信や閲覧も快適にしてくれる便利グッズを揃えております。

スマホフレキシビル三脚
価格：390円

【適応サイズ】スマートフォン 約幅58～80ｍｍ、厚さ7～20mm
三脚を自由自在に変えることができるので、

巻き付けたりお好みの向きや高さに調整できます。

Phone LEDクリップライト
価格：390円

サイズ：W4×D6×H3cm
最大点灯時間：約40分／充電時間：約30分

スマートフォンに取付けて使用できるクリップタ
イプのLEDライト。3パターンの光に調光が可能。

使い勝手の良いMicro USB充電式。

スマホネックホルダー
価格：390円

【適応サイズ】スマートフォン 約高さ117～185ｍｍ、厚さ7～14mm
首にかけてハンズフリーで使えるスマートフォン用ネックホルダー。

アームを曲げることでスタンドとしても活用できます。

mailto:pr@represent-as.jp


※価格はすべて税抜き表記です。
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ガジェットケース L GR
価格：980円

サイズ：W35×D3×H25cm
13インチ薄型ノートPCも入るガ

ジェットケース。

ケーブルオーガナイザー 4pcs
価格：390円

サイズ：7cm（ケーブル長さ）／4個セット
マグネットで簡単に留めることができるケーブルオーガナイザー

キーボードブラシ BL
価格：190円

サイズ：W2.8×D1.5×H9cm
レトロな色合いのオシャレなキーボードブラシ。

「気持ちを整理する」というメッセージのロゴを入れたデザイン。

■整理整頓グッズ

リモートワークではPCやスマートフォンのコードが散乱しがち…。
そんな時は、デスク周りのコードだけでなく資料もまとめられるオーガナイザーや結束バンドが大活躍してくれます！
置くだけでポップで楽しい作業場にしてくれるお助けアイテムでデスク周りを快適に！

結束バンド Frog
価格：98円

手足が長いカエルの結束バンド。ぐにゃぐにゃと
好きな形に体を動かすことができるので、ケーブ
ルなどを束ねるのに便利でユニークなアイテム。

PCマウス型デスククリーナー
価格：190円

クリップ：10個入り
メモスタンド、クリップ付きのマウス型デスククリーナー。

ガジェットケース M OR
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。シックなオレンジが目を

引くアイテムです。

■ガジェット持ち運び用グッズ

オフィスから自宅へのパソコンの移動の際に便利な収納ケースや、作業に必要なバッテリーやコード類などの小物類をまとめておけるケー
スをご紹介します。

作業環境を整えるグッズ②

■デスク周りお掃除グッズ

気づくとホコリがたまりやすいパソコン回り。ミニサイズのお掃除アイテムで隙間のホコリもラクラクおそうじ！
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※価格はすべて税抜き表記です。
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ミニローリングボール RD/BL
価格：各150円

金属のボールを身体の気になる箇所に押
し当ててコロコロと転がせば、リラック

ス気分が味わえます。

ローリングボールパッド PK
価格：390円

身体にあててなでるだけ。金属のボー
ルがゴロゴロと程よい力で身体の血行

をよくします。

ハンディボールPK/BL
価格：各98円

手で握ったり転がしたりして、気分転換。

ショルダーリフレッシャー W LBL
価格：290円

手の届きにくい型をピンポイントで刺激する
リフレッシャー。

ネックリフレッシャー W LBL
価格：390円

首をつかむように刺激るリフレッシャー。
グリップに凸凹があり手のひらも刺激できます。

■長時間作業のリフレッシュグッズ

長時間の作業で背中が固まったり、姿勢がつらく感じたらおすすめのアイテム。
体の気になるところに押し当ててリラックスできるクッションタイプで、寄りかかったり、力を加えることでバイブレーターが起動します。

リラックス クッション Rabbit
価格：1,780円

サイズ：W25×D7×H40cm
かわいらしいウサギ型のリラックスクッションです。

リラックス クッション Alligator
価格：1,780円

サイズ： W40×D7×H25cm
ワニの形が目を引く、リラックスクッションです。

疲れを癒すリフレッシュアイテム

■ツボ押し・ほぐしグッズ

デスク周りに収納できる、コンパクトサイズのリフレッシュアイテムをご紹介！手のひらで握ってツボを刺激することでストレス解消がで
きるハンディボールや、血行を良くしてくれるローラーシリーズなど、疲れを感じたときに「すぐに使える」アイテムを揃えています。
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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ストアです。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、57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スト
アもご用意しております。
※2021年1月現在

■ストアリスト
https://www.awesomestore.jp/ext/storelist.html

■オンラインストア
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 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

※表参道店舗外観
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