
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、旅をより楽しく
便利にしてくれる新作のトラベルグッズ各種を、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンライン
ショップにて発売開始いたしました。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
旅行中に「小さなストレス」を溜めた経験はありませんか？パスポート紛失の不安、チケットが見当たら

ずドキッとする瞬間、スーツケース以外のバッグの置き場、などなど…。「AWESOME STORE」では、そ
んな小さなストレスを解消してくれる、見た目も機能性も兼ね備えた新作トラベルグッズを、驚きのクオリ
ティ＆低価格で展開開始いたしました。次ページより、「旅の準備」「空港・駅」「乗り物内」「旅先」
「ホテル」「収納」といったシーン別に最適なアイテムとしてご紹介してまいります。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。

2020年1月30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

旅先で使えるお役立ちアイテムを驚きの価格で！
デザイン性も兼ね備えた新作トラベルグッズが登場！

旅の「小さなストレス」を解消するアイテム満載！
デザインにも、価格にもこだわった

オーサムストアの新作トラベルグッズ！
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旅の準備 編

＜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。

■ワクワクする準備時にもストレスを溜めずに！

まずは準備編として、衣服などを圧縮してくれる袋や、荷物の重さを手軽に
測れるチェッカーなど、準備を含め旅先でも使えるアイテムをご紹介。PCを
簡単に取り出せるスーツケースは、国内・国際線ともに飛行機内への持込が
可能なサイズとなっています。

空港で便利 編

■空港でのプチストレスを解消！荷物の確認や収納に便利なアイテムたち

スーツケースに他の荷物を取り付けれられるラゲッジベルトなど、移動中に便利なさまざまなグッズをご紹介！ベルトやカバーなどは、自分の荷
物と瞬時に判断できる目を引くデザインに仕上がっています。デザインはもちろん、「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力です！

スーツケース
ノートパソコン収納ポケット付き

価格：7,980円
サイズ：W35×D20.5×H53cm
本体を開かなくても外側に付いた

ファスナーから簡単にPCなどの荷物を
取り出すことができます。

TSAロックが付いています。

ラゲッジベルト
価格：390円

スーツケースのアーム部に付ける
ことで、手荷物を簡単に連結でき
るベルトです。ひとつあると空港

内での移動に便利！

トラベル圧縮袋（S、M）
価格：150～230円

手で空気を押し出すだけで、簡単に圧縮
できるパッキングパックです。

ラゲッジチェッカー
価格：590円／最大計量：40kg

手軽に荷物の重さを量れるラゲッジ
チェッカーです。

スーツケースカバー
価格：各980円

適応スーツケースサイズ：W44×D26×H60cm

トラベルオーガナイザー各種
価格：各390円

パスポートやチケットなどをまとめ
て収納できるオーガナイザーです。

ラゲッジタグ
価格：各250円

ポップなデザインが
目を引くラゲッジタグです。

スーツケースベルト
価格：各790円

ポップなデザインのスーツ
ケース用ベルト。

自分の荷物の目印としても。

TSAロック 3ダイヤル
価格：490円

TSAによって認可
された3桁ダイヤル式

の南京錠。
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乗り物内で便利 編

＜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。

旅先で便利 編

■スキミング対策グッズや折り畳みバッグも！

近年、直接的な物品盗難だけでなく、クレジットカードやパスポートの情報
を盗み取ってしまう「スキミング犯罪」の被害が増えています。その対応策
として、機器による読み取りを防止してくれる素材を用いたバッグやパス
ポートケースをご用意いたしました。そのほかにも、折り畳みのバッグやハ
ンガーなどをご紹介いたします。

フード付きネックピロー
価格：980円

サイズ：W67×H17cm
旅行などの長距離移動に便利な、明かりや
人目を遮れるフード付きのネックピロー。

バッグハンガー
価格：190円

机などにバッグを吊るすことができるハンガー。

スキミング防止バッグ
価格：690円

サイズ：W28×H13cm
パスポートやクレジットカード

情報を守ることができる
ウエストバッグ。

アイマスク Stamp
価格：190円

サイズ：W8.5×D5×H11cm

ポータブルスリッパ M
価格：450円

対応サイズ：約22.5～24.5cm

ポータブルルームシューズ
価格：450円

対応サイズ：約22.5～24.5cm

ネックピローStamp
価格：390円

サイズ：W26.5×D26.5×H8cm

ポータブルスリッパ L
価格：450円

対応サイズ：約25～27.5cm

パスポートカバー
（スキミング防止機

能付き）
価格：590円

パスポート情報を守
ることができる、ス
キミング防止素材を
使用したカバー。

折り畳みボストンバッグ
価格：各690円

サイズ：W40×D15×H31.5cm
急に荷物が増えても安心な、ボストンバッグ。

折り畳みバックパック
価格：1,280円

サイズ：W28.5×D14×H36cm
現地での観光などにも便利な
折り畳みバックパック。

■乗り物移動を快適に！負担を軽減してくれるアイテム

明かりや人目を遮ってくれるフード付きネックピローをはじめ、コンパクト
にできるスリッパなど、長距離移動などの乗り物での生活を快適にするアイ
テムをご紹介します。
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ホテルで便利 編

＜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。

■ホテルライフを満喫できる、便利グッズたち

お気に入りのシャンプーやボディソープを小分けできるボトルや、そのまま
洗面所にかけられるポーチ、さらに持ち帰った際にそのまま洗濯機に入れら
れるランドリーバッグなど、ホテルライフを満喫できるグッズが登場。

収納グッズ 編

■デザイン性が高い小技が効いた収納グッズ

ポップでカラフルなガジェットケースをはじめ、あえて汚れることを想定し
カラーを暗めにしたシューズケースなど、小技が効いた収納グッズをご紹介。
旅のストレスを少しでも解消するために、すべてオリジナルで開発したアイ
テムとなっております！

トラベル洗面用具ポーチ（Tag、Starry）
価格：各790円

サイズ：W8.5×D5×H11cm
フックがついていて、ホテルの洗面所などに
掛けられる、便利なハンギングポーチです。

折り畳みトラベルボトル
価格：各80円／容量：約30ml

お気に入りの液体タイプのソープ類を
入れて持ち運べる折り畳みボトルです。

小分けボトル各種
価格：各98円／容量：約75ml

ワンタッチ、スプレー、プッシュタイプの
キャップが選べる小分けボトル。

ランドリーバッグ 3ポケット
価格：490円

サイズ：W34×D25×H40cm
3つに仕切られているランドリーポーチ。
そのまま洗濯機に入れることができます。

ガジェットケース M
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。

ガジェットケース L
価格：980円

サイズ：W35×D25×H3cm
13インチ薄型ノートPCまで
入るガジェットケース。

PC周りのバッテリーやマウス
なども一緒に収納できます。

トラベルシューズケース
価格：390円

サイズ：W20×D9×H30cm
ヒールやスニーカーなどを
入れて収納できるケース。

ケーブルオーガナイザー 4pcs
価格：390円

マグネットでケーブルなどを
簡単にまとめることができます。

仕分けケース S
価格：290円

サイズ：W26×D19×H10cm

仕分けケース M
価格：390円

サイズ：W40×D26×H10cm
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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。
※2020年1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/

”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
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