
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、今春夏に展開する新たなインテリアスタイル
「 Tribal “BLUE”klyn（トライバル・ブルックリン） 」シリーズ商品各種を、全国の「AWESOME STORE」
店舗、およびオンラインストアにて、本日より発売開始しております。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
今春夏、オーサムストアが新たに提案するインテリアスタイル『トライバル・ブルックリン』。オーサムス

トアが得意としている、NYを代表するインテリア「ブルックリン」スタイルに、アクセントカラーとして
「青」を取り入れたオリジナルシリーズです。

インダストリアルな印象を持ちながら、デニム素材をメインにした「青」を基調に、春夏の爽やかな雰囲気
を演出。エスニック柄との相性も良く、都会的ながら自然を感じるインテリアシリーズとなっております。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。

『Tribal “BLUE”klyn（トライバル・ブルックリン）』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature210115.html
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デニムの「青」を基調にした、都会的ながら自然を感じるインテリアで、
“いつもの場所”を、爽やかに、心地よく。

「ブルックリン」×「青」が紡ぐ、新たなライフスタイル。

オーサムストアが提案する春夏インテリアスタイル

『Tribal “BLUE”klyn』シリーズが登場

＜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

トライバル・ブルックリン

https://www.awesomestore.jp/ext/feature210115.html
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「青」を基調にした、都会的ながら自然を感じるインテリア

『Tribal “BLUE”klyn』

オーサムストアが得意としている、NYを代表するインテリア「ブ
ルックリン」スタイルに、アクセントカラーとして「青」を取り入れ
たオリジナルシリーズです。デニム素材を使用したティッシュカバー
やプフ、青を基調としたクッションカバーやラグ、さらにブルックリ
ン感を高めてくれるタペストリーなど、豊富にラインナップしており
ます。

新作インテリアグッズ

※価格はすべて税抜き表記です。

デニム クッションカバー Tag
価格：980円

サイズ：W45×H45cm

デニム プフ Tag
価格：2,980円

サイズ：Φ45×H22cm

＜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

クッションカバー Plants
価格：390円

サイズ：W45×H45cm
1月下旬発売予定

クッションカバー Native BRNV
価格：390円

サイズ：W45×H45cm
1月下旬発売予定

フロアマット Ortega
価格：890円

サイズ：W40×H60cm
3月発売予定

ジュートタペストリー
Dumbo

価格：980円
サイズ：W50×H80cm

ブルックリンにある今注目の
おしゃれスポット”ダンボ地区”
で開催するマーケットのポス
ターをイメージしています。

デニム ティッシュカバー Tag
価格：490円

サイズ：W27×D12×H5cm

デニム バスケット S Tag
価格：390円

サイズ：Φ13×H13cm

フロアマット Chevron Denim
価格：890円

サイズ：W40×H60cm
3月発売予定

フロアラグ L Chevron Denim
価格：8,980円

サイズ：W150×H180cm
3月発売予定

フロアラグ Chevron Denim
価格：4,980円

サイズ：W90×H150cm
3月発売予定
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関連定番アイテム

■リビング向けアイテム

ここからは「Tribal “BLUE”klyn」シリーズに馴染んでくれる、オーサム
ストアの定番商品をご紹介。リビングむけアイテムでは、フェイクグリー
ンやマルチカバー、さらに家具といった大型商品まで、さまざまな商品を
取り揃えております。「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力
です。

※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 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

アイアンスツール
Vous Etes

価格：6,980円
サイズ：W39cm×H58cm

2Pフレームソファ
価格：19,800円

サイズ：W126cm×D69cm×H76cm

1Pフレームソファ
価格：12,800円

サイズ：W67cm×D69cm×H76cm

デスクライト
価格：2,980円

サイズ：W16×D39×H52cm

Tyler ローテーブル
価格：9,980円

サイズ：W100cm×D50cm×H36cm

Tyler TVボード
価格：13,800円

サイズ：W120cm×D32cm×H37cm

コットンバスケット Native L NV
価格：590円

サイズ：Φ21×H21cm

【中】ハンギング フェイクグリーン
Fern

価格：980円
サイズ：W31×D31×H54cm

【右】フェイクグリーン
Hanging Diamond

価格：790円
サイズ：W8.5×D8.5×H26cm

Wood フォトフレーム BR
価格：390円

サイズ：W16×H21cm

マルチカバー Star NV
価格：1,980円

サイズ：W150×H180cm

マルチカバー Pattern
価格：1,980円

サイズ：W150×H180cm

マルチカバー Herringbone GY
価格：1,980円

サイズ：W150×H180cm

コンテナボックス（ネイビー）
価格：490～1,180円

サイズ：S、M、L
折り畳み可能なボックス。
スタッキングもできます。

【左】ハンギング フェイクグリーン
Senecio

価格：980円
サイズ：W20×D20×H85cm
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関連定番アイテム

■エントランス向けアイテム

エントランス向け系アイテムでは、新作のバブーシュをはじめ、買い物に便利なコンテナキャリーや、シューケアグッズといった細々したも
のを収納しておけるストレージボックスなどをご紹介。すべて「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力です。

※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 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

■ポイントアイテム

ひとつ置くだけでアクセントになりそうな、円形のラグが登場！「Tribal “BLUE”klyn」だけでなく、子供部屋にも合いそうなデザインも
ご用意しております。

デニム バブーシュ BL
価格：690円

サイズ：約22.5～24.5cm

フェイクレザー バブーシュ IV
価格：690円

サイズ：約22.5～24.5cm

コンテナキャリー（2色）
価格：各2,480円

サイズ：W45.5×D38×H99cm（使用時）
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。

ウッドストレージボックス
036（S、M）

価格：（S）1,580円、（M）1,980円
お洒落で便利な木製の収納ボックス。

さまざまな用途にご利用いただけます。

アイアン
アンブレラスタンド

価格：1,380円
サイズ：Φ16×H45cm

ラウンドラグ Brooklyn
価格：1,980円／サイズ：Φ90cm

ブルックリンの架空の家具屋をイメージしたデザインとなっています。

ラウンドラグ Apple GR
価格：1,980円／サイズ：Φ90cm

リンゴジュースの作り方をポップにデザインした円形のラグです。

mailto:pr@represent-as.jp


※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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