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株式会社レプレゼント

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）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）」では、夏向けグッズを集積した『AWESOME LIFE –SUMMER-（オーサムラ
イフ サマー）』を展開中です。４つのテーマを4週にわたりご紹介いたします。その第3弾として今回は、低価格ながら
デザイン性が高く、面倒になりがちな「日常の洗濯」を楽しくしてくれる便利グッズを集めた「楽しむランドリーグッズ
特集」を公開いたしました。

■概要
梅雨のこの時期、どうしても億劫になってしまう「洗濯」。AWESOME STORE（オーサムストア）では、少し面倒く

さい「日常の洗濯」が少しでも楽しくなるような、デザイン性あふれたランドリーグッズを展開中です。重曹やオキシク
リーンなどを３兄弟＋愛犬のパッケージで表現した洗剤シリーズをはじめ、用途によって選べる洗濯ネットや便利な技あ
りランドリーバスケット、サイズが豊富なアイロンボードなど、「洗う」「干す」「整える」の3ステップに沿ったアイ
テムを幅広く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。

『楽しむランドリーグッズ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210624/

少し面倒な「日常の洗濯」がついつい楽しくなるような
デザイン性・利便性に優れたランドリーグッズを展開中！

便利でおしゃれなランドリーグッズで
「洗う」「干す」「整える」の3ステップを楽しもう！

オーサムストアの新作＆定番アイテム！

＜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、熊沢 ひろの

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）、080-3028-3244（熊沢）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F
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＜お問合せ先＞
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MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）、080-3028-3244（熊沢）
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※価格はすべて税込み表記です。

ランドリー（洗う編①）

■「洗う」の技ありアイテムをご紹介！

日常の洗濯グッズがおしゃれだったら楽しいのに！を叶えるアイ
テムが盛りだくさん。3兄弟＋愛犬でデザインされた洗剤シリー
ズ、スタイリッシュなジェルボール容器などをご紹介します。

「次男セスキ 220g」
価格：107円

用途：住宅・衣類の汚れ落とし
成分：セスキ炭酸ソーダ

ガンコな汚れをスッキリ落とす。

「末っ子クエンサン 120g」
価格：107円

用途：住宅・衣類の汚れ落とし
成分：クエン酸（無水）99%以上
湯アカ･汚れをしっかり落とす。

「愛犬オキシー 120g」
価格：107円

用途：衣類・布製品・台所まわり
・水まわり・食器・タイルの漂白

成分：過炭酸塩(塩素系)、炭酸塩など
酸素パワーでがんこな汚れもスッキリ。

「長男ジューソー 240g」
価格：107円

用途：住宅・衣類の汚れ落とし
成分：炭酸水素ナトリウム

そうじから洗濯までいろいろ使える。

「シール付スプレーボトル
Stewart 270ml」

価格：319円
サイズ：W10×D6×H20cm

容量：約270ml
詰め替え用のスプレーボトル。

クエン酸・重曹・セスキのシール付き。

「スプレーボトル Stewart 320ml」
価格：319円

サイズ：W10×D7×H20cm
容量：約320ml

詰め替え用のスプレーボトル。
ノズルは霧吹きと直射に切り替え可能。

「ジェルボールボックス Half」
価格：429円

サイズ：W17×D11×H8cm
容量：約900ml

ジェルボールタイプの洗剤用詰め替えボックス。
約900ml入るハーフサイズタイプ。

「ジェルボールボックス Full」
価格：539円

サイズ：W17×D11×H15cm
容量：約2000ml

ジェルボールタイプの洗剤用
詰め替えボックス。

約2,000ml入るフルサイズタイプ。

※写真左から「ジューソー、オキシー、クエンサン、セスキ」

「ウォッシング ランドリーバッグ（シリンダー型、スクエア型）」
「ウォッシングランドリーポーチ」

価格：各319円
サイズ容量：φ20cm×H36cm（シリンダー型）

W40×H28cm（スクエア型）
φ15cm×H11cm（ランドリーポーチ）

スタンダードかつカジュアルなデザインのランドリーネット。

「トラベルランドリーバッグ 3Pocket」
価格：539円

サイズ：W34×D25×H40cm
中が3つに仕切られているランドリーポーチ。
持ち運びしやすく、衣類を分けてそのまま
洗濯機に入れることができて便利です。

「ミニ洗濯板 Hygiene」
価格：319円

サイズ：W16×D28.5×H1.5cm
小物や襟・袖などの部分洗いに便利な

ミニサイズの洗濯板です。
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※価格はすべて税込み表記です。
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ランドリー（洗う編②）

ランドリー（干す編①）

■「洗う」に最適！＋αなお供アイテム

多種多様なバケツをラインナップ！ロゴがオシャレなカラーバケツや
折り畳みできる収納に便利なバケツなど、たくさんご用意しております。

「PP バケツ（West Union GR、Clifton OR）」
価格：各759円

サイズ：φ29.5×H26cm（ハンドル含まず）
容量：約12L（満水時）

海外の運送会社やホームセンターを
イメージしたロゴのデザインです。

「折り畳みバケツ 10L」
価格：1,078円

サイズ：φ32×H24㎝※組み立て時
サイズ：φ32×H5㎝※折り畳み時

容量：約10L（満水時）
折り畳んで収納できる2色の配色が

おしゃれなバケツです。

「折り畳みバケツ 16L」
価格：1,848円

サイズ：W45.5×D34×H19㎝※組み立て時
サイズ：W45.5×D34×H4.5㎝※折り畳み時

容量：約16L（満水時）

「折り畳みランドリーネット」
価格：319円

サイズ容量：φ60×H65cm
耐荷重：1kg

スタンダードカジュアルなデザインの平干しネット。

「折り畳みランドリーバスケット（Laundry、Geometry）」
価格：各319円

サイズ：W30×D30×H52cm
折り畳み式のランドリーバスケット。

「ジュート ランドリーバスケット Ease」
価格：1,078円

サイズ：W36×D29×H60cm
耐荷重：約8kg

ジュートのランドリーバスケット。
内側がコーティング加工されているので、

ゴミ箱にも使えます。

左）「ジュートバスケットラウンド Ficelle」
右）「ジュートランドリーバスケット Baguette」

価格：（左）429円（右）649円
サイズ：（左）W23×D23×H27cm

（右）W27×D27×H34cm
架空のパン屋さんをイメージしたデザイン。

内側のコーティング加工が便利。

■「干す」の技ありアイテムをご紹介！

かさばるネットやバスケットなど、使わない時には
収納したいですよね？そんな思いを形にしてくれる、
収納に便利な折り畳みのできるランドリーアイテムです。
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※価格はすべて税込み表記です。

ランドリー（干す編②）

「アルミニウムクリップハンガー」
価格：319円

■「干す」には欠かせない優秀なハンガー達！

用途によって使い分けたいハンガー！サイズやデザインも豊富です。

「アルミニウム タオルハンガー」
価格：164円

「アルミニウムパンツハンガー」
価格：209円

「アルミニウム衣類ハンガー」
価格：253円

「シューズハンガー GY」
価格：319円

「キッズハンガー 4P」
価格：319円

可愛い色合いの子供用ハンガー4本セット。
くぼみがあり、小さいお洋服も掛けやすいです。

「キャッチハンガー 5P」
価格：539円

キャッチ式のハンガー5本セット。
フック部分が曲がるので、襟首部分を伸ばさずに掛けられます。

「ピンチハンガー 18pinches」
価格：759円

「ポールピンチ 4pcs」
価格：319円

「ランドリーピンチ L Washing Day」
価格：209円

「ワイヤーフッククリップ 4pcs（S、M）」
価格：（S）275円（M）319円

「ワイヤークリップ 10pcs」
価格：209円
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※価格はすべて税込み表記です。

ランドリー（整える編①）

■「整える」には欠かせない！おしゃれで用途抜群のアイロンボード

人気のアイロンボードに新作が入荷です。用途に応じて選べるよう、
サイズのバリエーションも豊富になりました。海外のLaundryショップの
フライヤーをイメージしたレトロなデザインです。

「アイロンボード S Wash」
価格：539円

サイズ：W40×D11×H8.5cm（使用時）
W50×D11×H3.5cm（収納時）

「アイロンボード L Wash」
価格：4,378円

サイズ：W104×D30×H67～84cm（使用時）※アイロン置き含む
W114×D34×H6cm（収納時）

高さ調節：4段階(67・74・79・84cm)
アイロン置き台付き。

「アイロンボード Flat Wash」
価格：1,078円

サイズ：W60×D36×H2cm

「アイロンボード M Wash」
価格：1,408円

サイズ：W63×D37×H17.5cm（使用時）
W63×D37×H3.5cm（収納時）

※8月上旬発売予定！

※8月上旬発売予定！

※8月上旬発売予定！

※8月上旬発売予定！
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※価格はすべて税込み表記です。
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ランドリー（整える編②）

AWESOME LIFE-SUMMER-

①「サマーダイニング＆インテリア」

②「COOLグッズ」

③「ランドリーグッズ」

④「ビーチグッズ」
（ 7月1日（木）リリース予定）

心躍る・笑顔溢れる夏になるよう、新作を含む様々な
カテゴリーの商品を集めた『AWESOME LIFE –
SUMMER-（オーサムライフ サマー）』をご提案！
それぞれ上記４つのテーマを4週にわたってご紹介して
いきます。全国の「AWESOME STORE」店舗、および
オンラインストアにて開催中です。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。

「夏」を思う存分楽しもう！
気分が上がるアイテムが盛りだくさん！

■「整える」編にちょこっと提案！

アイロンかけの際におすすめな、いい香りのリネンスプレーが新作で登場！
お家のランドリーを整えたら、なんだかタオルも新調したくなっちゃう！？

「リネンスプレー
（Bergamot、Fresh Herb）」

価格：各429円
おうちのファブリックに爽やかな香りを付けら
れるリネンスプレーです。カーテンやベッドリ
ネンにひと吹きすればお部屋の香りを衣替え。

アイロンかけの際にも使えます。

「フェイスタオル（Alphabet、Hotel）」
価格：429円

サイズ：W34×H74cm
アルファベット、架空のホテルのポスターを

イメージしたフェイスタオルです。

「バスタオル（Alphabet、Hotel）」
価格：1,078円

サイズ：W60×H120cm
アルファベット、架空のホテルの

ポスターをイメージした
バスタオルです。
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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、61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6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
・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
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