
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、低価格ながらデザイン性が高い、レ
ジ袋有料化対策として最適なマイバッグ各種を、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。

■概要
いよいよ2020年7月から全国一律でスタートする、レジ袋の有料化。「AWESOME STORE」では対策

グッズとして、様々なタイプのエコバッグを販売中です。携行に便利な収納袋が付属するポリエステル製
の商品や、コットン製のショッピングバッグ、さらに重たい荷物でも楽々で移動できるカートタイプの商
品まで、用途に応じて幅広くご用意。それぞれ「AWESOME STORE」ならではのポップなデザインのオ
リジナルアイテムに仕上がっております。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。

『レジ袋有料化目前！マイバッグ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200618.html

2020年6月18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

備えあれば憂いなし！
用途で選べるサイズ＆素材のエコバッグが豊富にラインナップ！

いよいよ7月1日より「レジ袋有料化」がスタート！
「オーサムストア」のマイバッグで、

環境にも、お財布にもやさしい対応策を！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200618.html
mailto:pr@represent-as.jp


コンビニ エコバッグ
Tiger

＜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。

■一番人気のポリエステル製「エコバッグ」

軽量かつ携行に便利な、ポリエステル製のエコバッグ。使い勝手が良いサイズの「エコバッグ」、コンビニ弁当が入れやすい広いマチがつい
た「コンビニ エコバッグ」、レジカゴにぴったりな形状の「レジカゴバッグ」と用途に応じた3型をご用意しております。もちろん
「AWESOME STORE」ならではの低価格帯で展開中です！

エコバッグ
Foods Package

※7月上旬
在庫追加予定

エコバッグ
Avocado
※7月上旬

在庫追加予定

エコバッグ Tiger

エコバック各種
価格：各190円

サイズ：W42cm×H65cm
コンパクトに折りたためる持ち運びに便利なエコバッグです。
バッグと同柄の小さな収納袋（カラビナ付き）が付属します。

エコバッグ

コンビニ エコバッグ各種
価格：各170円

サイズ：W26×D19.5×H42cm
エコバッグとお揃い柄のミニエコバッグ。少量のお買物をしたときや、
コンビニなどでお弁当を買ったときなどにサッと取り出して使える

とても便利なサイズ。ゴムが付いていて、綺麗に丸めて収納できます。

コンビニ エコバッグ Foods Package
※7月上旬 在庫追加予定

レジカゴ エコバッグ各種
価格：各790円

サイズ：W45×D30×H28cm
スーパーなどでの買い物の際に効力を発揮してくれるレジカゴバッグ。

会計の際にスタッフに渡すことで、自分で袋詰めすることなく
持ち帰ることができます。小さく収納できる同柄の袋付き。

レジカゴバッグ
Geometric

レジカゴバッグ
Deli

コンビニ エコバッグ Avocado
※7月上旬 在庫追加予定

mailto:pr@represent-as.jp


コットン製ショッピングバッグ

※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 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

ショッピングバッグ Booklover
価格：190円

■定番アイテムとして不動の人気を誇る「ショッピングバッグ」！

AWESOME STOREの定番商品であるコットン製のショッピングバッグは、A4サイズが十分に入る、
見た目よりも多くの荷物を収納できる万能アイテムです。普段使いはもちろん、エコバッグとしての
使い勝手も◎。さらに新商品として、ショッピングバッグにぴったりの保冷バッグ in バッグも登場。
傷みが心配な食材も、これで安心して持ち運びできます。
価格：各190～250円 サイズ：W39×D14.5×H42cm

マルシェバッグ

ショッピングバッグにぴったり！
便利な保冷バッグ！

ショッピングバックにぴったり入る、大容
量の保冷バックinバッグ。海外のデリカ
テッセンに入っているサンドイッチ屋さん
のブランドロゴをイメージしています。

ショッピングバッグ Typewriter
価格：190円

ショッピングバッグ Hotel
価格：190円

保冷バッグ in バッグ L
価格：290円

サイズ： W29×D13×H37cm

■大き目サイズの
「マルシェバッグ」

ざっくりと使える大きめなマル
シェバッグ。涼し気なシャンブ
レー生地や、柔らかなスウェット
地を使用しています。
男女問わず使える、シンプルなデ
ザインです。

価格：各590円
サイズ：W45×D10×H75cm

ショッピングバッグ Andys Pizza
価格：190円

ショッピングバッグ Wanted
価格：190円

ショッピングバッグ City
価格：250円

ショッピングバッグ Paint
価格：250円

マルシェバッグ
Early Bird

マルシェバッグ
&

マルシェバッグ
Stumble

mailto:pr@represent-as.jp


ショッピングカート

※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 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

レジ袋有料化のご案内

■まとめ買いに最適な「ショッピングカート」各種

まだまだ新型コロナウイルスが気になる今の時期、3密（密集、密閉、密接）を回避すべく、できる限りまとめて済ませたいお買い物。しか
しまとめ買いだと、どうしても荷物が多くなってしまいます。そんな時は、移動がスムーズなキャリーやカートを利用するのはいかがでしょ
うか？ 折り畳んだらスペースを確保できるため、置き場所にも困りません！

ショッピングカート Dot
価格：1,980円

サイズ： W33×D30×H87cm
バッグ内側が保冷仕様になっています。

ショッピングカート Stripe
価格：1,980円

サイズ： W33×D30×H87cm
バッグ内側が保冷仕様になっています。

コンテナキャリー
価格：2,480円

サイズ：W45.5×D38×H99cm（使用時)

■店舗をご利用のお客様へ■

マイバッグご持参をお願いいたします。

「AWESOME STORE」では、
CO2削減・環境保全のため、
2020年7月1日（水）より

レジ袋を有料化いたします。

店舗でのお買い物の際は、
マイバッグをぜひご持参ください。

ご理解・ご協力のほど、
何卒よろしくお願いいたします。

＝ 5円
＝ 8円
＝ 15円
＝ 60円

Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
XLサイズ

【レジ袋 販売価格】

（1枚／税別）
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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、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ショップもご用意しております。
※2020年6月18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/
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