
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、おうちでクリスマスを満喫できる新作グッズ各種を、10月15日（金）
本日より、全国の「オーサムストア」店舗、およびオンラインストアにて展開いたします。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
年に一度の一大イベント、クリスマス。オーサムストアでは当日はもちろん、クリスマスまでの準備も楽しんでいただ

けるような低価格＆デザイン性に優れた新商品を豊富に展開中！アドベントカレンダーをモチーフに準備を進める形でご
紹介いたします。
主役となるクリスマスツリーを筆頭に、いつものお部屋をクリスマスモードに変えてくれるデコレーショングッズ。

パーティーには欠かせないテーブルウェア、大人や子供、ペットまで楽しめるコスチューム、大切な人へのギフトに最適
なラッピングバッグなど。ホリデーシーズンを思いっきり楽しめる各種アイテムを、驚きの価格帯で展開しております。
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。

AWESOME STORE『クリスマス 2021』特設ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/rxmas/

2021年10月15日
株式会社レプレゼント

おてがる派、こだわり派、みんなが楽しめる新作のグッズが登場！
今年はおうちでゆっくり、クリスマス準備もエンジョイしよう！

クリスマスまでの心おどる日々
オーサムストアの豊富なアイテムで
素敵なホリデーの準備を楽しもう！

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

https://www.awesomestore.jp/store/r/rxmas/
mailto:pr@represent-as.jp


インテリア デコレーション

※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

12月
1日

さぁ、クリスマス準備を始めよう！
アドベントカレンダーを進めて

日常を「クリスマス」にチェンジ！

いつものお部屋をクリスマスモードに変えてくれる
壁デコレーショングッズたちが登場です。

■フェルト アイテム

やさしい質感とデザインのフェルト製デコレーション。1点置くだけでも、
手軽にお部屋をクリスマス気分に演出できる万能アイテムです！

「ウッド ハンギングデコ クリスマス」
価格：869円

サイズ：W33.5×D2×H29cm

※10月下旬発売予定！

■扉デコ アイテム

玄関や扉にもおすすめな壁デコをご紹介。サッとかけられる壁デコは
クリスマス準備のスタートにぴったりです！ウッド系からフェルトま
で種類豊富にご用意しております。

「アイアン ベルオーナメント
（スノーマン、サンタ）」

価格：各429円
サイズ：H6cm

「フェルトガーランド クリスマスサンタ 21」
価格：319円

サイズ：W65×D0.6×H12.4cm

「フェルトガーランド クリスマスロゴ 21」
価格：319円

サイズ：W110×D0.6×H10cm

「フェルト ハンギング クリスマスツリー」
価格：539円

サイズ：W21×D1.2×H29.4cm

「フェルトリース クリスマス」
価格：319円

サイズ：W19.4×D1×H20cm

「ウッドリース サンタ」
価格：1,078円
サイズ：Φ24cm
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※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

インテリア デコレーション

12月
6日

「ウッドドール
（トナカイ、サンタ、スノーマン）」

価格：各319円
サイズ：H13～14cm

■ウッド系 アイテム

単体でも、複数でも。クリスマス気分をやさしく上げてくれる、温もりを感じる
木製デコレーションアイテム。さまざまなデザインや大きさを取り揃えています。

壁のデコレーションが終わったら
お部屋の好きなところに置きデコを＋！

ウッド系アイテムの置きデコが今年も豊富に登場！
豊富な置きデコで、いつもの場所を特別な印象に

「ウッドドール サンタ L」
価格：759円

サイズ：H22cm

「ウッド LEDドール
（兵隊、サンタ、スノーマン）」

価格：各649円
サイズ：H11.5cm

ボタン電池LR44×2個（付属品）

「ウッドデコ サンタギフト」
価格：539円

サイズ：W15.5×D2.5×H11.5cm

「ウッドデコ クリスマスカー」
価格：539円

サイズ：W12.5×D3×H12cm

「ウッドデコ クリスマストレイン」
価格：869円

サイズ：W23.5×D2.5×H9.5cm

「ウッド LEDデコ テレビサンタ」
価格：1,078円

サイズ：W13×D5×H13cm
単4形乾電池×2本（別売り）

「ウッド LEDデコ 木馬」
価格：1,078円

サイズ：W18×D2.5×H15cm
単4形乾電池×2本（別売り）

「ウッド おすわりドール
（トナカイ、サンタ、スノーマン）」

価格：各539円
サイズ：W7～11.5×D3×H18cm

※こちらのページ記載商品は
10月下旬発売予定です。
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※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

インテリア デコレーション

「ウッド レイヤーデコ クリスマス」
価格：649円

サイズ：W29×D5×H15.5cm

「ウッド ワードデコ メリークリスマス」
価格：649円

サイズ：W36×D4.5×H14cm

「ウッドデコ ツリーサンタ」
価格：429円

サイズ：W13×D4×H13cm

「ウッド ワードデコ ツリー」
価格：869円

サイズ：W26.5×D2×H26.5cm

「ウッド はしごデコ サンタ」
価格：1,078円

サイズ：W14×D2.5×H45cm

「ウッド アドベントカレンダー」
価格：869円

サイズ：W41×D3×H13.5cm

「ウッド LEDデコ ダブルスター」
価格：1,408円

サイズ：W26×D5.5×H24.5cm
単4形乾電池×2本（別売り）

「ウッド LEDデコ ガラスドーム」
価格：1,078円

サイズ：H16.5、Φ9cm
ボタン電池LR44×2個（付属品）

「ウッドリース クリスマス」
価格：649円

サイズ：Φ17cm

「ウッド LEDオーナメント ラウンド」
価格：649円

サイズ：Φ11cm
ボタン電池LR44×2個（付属品）

「ウッド LEDオーナメント ツリー」
価格：649円

サイズ：W13×D2.5×H13cm
ボタン電池LR44×2個（付属品）

「ウッド パネルツリーセット」
価格：1,848円

サイズ：W18×D16×H27cm
セット内容：本体パネル×3枚、オーナメント

×24個（3種×4色×2個）

※こちらのページ記載商品は
10月下旬発売予定です。
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※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

インテリア デコレーション

12月
15日

■ツリー＆オーナメント

ヌードツリーをはじめ、フェルトオーナメントやツリートップなど、クリ
スマスツリーを彩るのにワクワクするようなグッズが多数ラインナップ！

いよいよ大本命
”クリスマスツリー”の飾り付け！

今年のクリスマスツリーはオーナメントもたくさん！
“私だけのツリー”を作って楽しもう！

「ウッド ツリーデコ サンタ L」
価格：1,848円

サイズ：W33×D6×H39.5cm

「ウッドデコ ソリサンタ」
価格：1,078円

サイズ：W21×D4×H16.5cm

「ウッド ハンギングデコ スター」
価格：759円

サイズ：W21.5×D1.2×H21cm

「ウッド ハンギングデコ ソックス」
価格：759円

サイズ：W16×D1.5×H22.5cm

「クリスマスツリー 120cm」
価格：1,298円

サイズ：W60×D60×H120cm（組立て時）

「ツリートップ スター」
価格：209円

サイズ：W12.5×D2.7×H14.5cm

「ボールオーナメント（S 8P、M 6P）
レッドホワイト」
価格：各649円

「フェルト オーナメントセット」
価格：319円

赤白6種類ずつ、合計12個入り

「ボールオーナメント（S 8P、M 6P）
ゴールドシルバー」
価格：各649円

「ウッドガーランド ツリートップ」
価格：869円

サイズ：W13×D5×H98cm

「ウッドガーランド ミックスクリスマス」
価格：869円

サイズ：W134×D5×H8cm

「ウッド LEDガーランド ツリー＆ベル」
価格：869円

サイズ：W85×H9cm
単3形乾電池×2本（別売り）

※10月下旬発売予定！
※10月下旬発売予定！

※10月下旬発売予定！

「フェルト クリスマスツリースカート」
価格：429円

サイズ：Φ53cm
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※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

オーナメント

「ウッド LED ドールオーナメント
（スノーマン、サンタ、トナカイ）」

価格：各429円
サイズ：W5×D3.5×H8.5cm

ボタン電池LR44×2個（付属品）

「ウッドオーナメント
（トナカイ、サンタ＆ギフト、スノーマン＆ハウス）」

価格：各319円
サイズ：Φ9cm

「ウッド ラウンドオーナメント
（スノーマン、サンタ）」

価格：各319円
サイズ：W7.5×D0.6×H8.5cm

「ウッドオーナメント
（グローブサンタ、スタートナカイ、ボードスノーマン）」

価格：各429円
サイズ：W9～11×D0.6×H12～14cm

「ウッドオーナメント ソリ」
価格：429円

サイズ：W12×D0.6×H9.5cm

「ウッドオーナメント
（スノーマン、サンタ、トナカイ）」

価格：各429円
サイズ：W9～12×D1×H11～14cm

「ウッドオーナメント
（ソックスサンタ、グローブスノーマン）」

価格：各319円
サイズ：W5.5×D0.6×H9cm

■ウッド系 オーナメントアイテム

ツリーにかけても、お部屋にそのまま飾っても絵になる、
ウッド系のオーナメントを豊富にラインナップ！
ちょっとしたプレゼントにもおすすめです！

「ウッドオーナメント
（サンタドール、兵隊ドール）」

価格：各319円
サイズ：W4～5×D1×H9～10cm

※10月下旬発売予定！

※10月下旬発売予定！
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※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

シンプルセット
3,375円

ウッドセット
4,284円

DX（デラックス）セット
7,346円

＋

＋ ＋

＋＋

■※オンラインストア限定販売「セットツリー」

オンラインストアでは、ツリーとオーナメントがセットの、3種類
から選べるお得なセットをご用意しております。全てのセットが
単品購入時より5%OFFとなります。また、アイテムは単品からでも
ご購入いただけます。

「クリスマスツリー 120cm」
サイズ：W60×D60×H120cm（組立て時）

「ツリートップ スター」
サイズ：W12.5×D2.7×H14.5cm

「フェルト クリスマスツリー
スカート」

サイズ：Φ53cm

※共通セット内容※

「ボールオーナメント
（S 8P、M 6P）
レッドホワイト」

「ボールオーナメント S 8P
ゴールドシルバー」

「フェルト オーナメントセット」
赤白6種類ずつ、合計12個入り

「ウッドリース クリスマス」 「ウッドオーナメント
（トナカイ、サンタ＆ギフト、スノーマン＆ハウス）」

「フェルト オーナメントセット」
赤白6種類ずつ、合計12個入り

「アイアン ベルオーナメント
（サンタ、スノーマン）」

「ボールオーナメント S 8P
レッドホワイト」

「ウッド LED ドールオーナメント
（サンタ、トナカイ、スノーマン）」

「ウッド ラウンドオーナメント
（スノーマン、サンタ）」

「ウッドオーナメント
（グローブサンタ、スタートナカイ、ボードスノーマン）」

「イルミネーションバッテリー」

3

1

2

※単品購入より5%OFF！

※単品購入より5%OFF！

※単品購入より5%OFF！

セットツリー
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※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

インテリア デコレーション

「エクラ クリスマスツリー L」
価格：1,078円

サイズ：W28×D28×H52cm

「アンティーク バス L クリスマス」
価格：3,278円

サイズ：W12×D27×H20cm

「ウォーターイン
ライティングツリー L」

価格：2,068円
サイズ：H31×Φ11cm

単4形乾電池×3本（別売り）

「アンティーク カー クリスマス」
価格：3,278円

サイズ：W10.5×D26×H12.5cm

「アンティーク スクーター クリスマス」
価格：1,848円

サイズ：W7×D18×H14cm

「ウォーターイン
ライティングツリー」

価格：1,078円
サイズ：W8.8×D8.8×H21.5cm
単4形乾電池×3本（別売り）

■ライトアップ アイテム

一瞬でクリスマスの雰囲気づくりができる、ライトアップアイテ
ム。ひとつ飾るだけでお部屋を幻想的な空間にしてくれます。

■その他 デコレーショングッズ

オーサムストアらしいビンテージ感あふれる乗り物の置物や
珍しいライトアップするファブリックパネルなど、デコレーションに
「＋」になるアイテムをご紹介します。

■ミニツリー＆リースアイテム

「大きなツリーはちょっと…」というかたにおすすめなお手軽ミ
ニツリーをご用意。場所をとらずに飾ることが出来るので一人暮
らしの方にもおすすめなアイテムです。

「エクラ クリスマスツリー」
価格：649円

サイズ：W18×D18×H30cm

「エクラ クリスマスリース」
価格：539円

サイズ：Φ21cm

「ファブリック LEDパネル クリスマスツリー」
価格：3,278円

サイズ：W30×D2.3×H60cm
単3形乾電池×2本（別売り）

「バランスデコ サンタソリ S」
価格：3,278円

サイズ：W22×D9×H28.5cm

「バランスデコ サンタソリ M」
価格：6,578円

サイズ：W46×D11×H46.5cm
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※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

コスチューム

12月
18日

■コスチューム

思いっきり「#おうちクリスマス」をエンジョイするた
めの、新作コスチュームアイテムをご用意いたしました。
子供や大人、そして大切なペットまで、手軽に仮装を
楽しめます！

「サンタクロースハット キッズ」
価格：209円

サイズ：54～56㎝（頭囲）

「ペットヘッドギア トナカイ」
価格：539円

トナカイデザインのほっかむり
タイプのペット用帽子です。
耳を通す穴が開いています。

「ペットヘッドギア スノーマン」
価格：539円

雪だるまデザインのほっかむり
タイプのペット用帽子です。
耳を通す穴が開いています。

「ペットコスチューム サンタ」
価格：979円

ペット用のクリスマスコスチュームです。
正面から見るとまるで二足歩行しているかのように見える

ユニークなデザイン。サンタクロースに
なりきることができます。

■ペットグッズ

オリジナルのペットグッズ「#036PETS
（オーサムペッツ）」シリーズより、大切な
ペットも一緒に「#おうちクリスマス」を
楽しめるグッズが登場！SNS映えすること
間違いなしのアイテムをラインナップしてお
ります。

表面は、トナカイとネコちゃんがデリ
バリーを頑張っている姿を
撮影することが可能です。

裏面は、後部座席で
サンタクロースが寝てしまっている

ユニークなデザイン。

「爪とぎ クリスマス」
価格：2,398円

サイズ：W48×D23×H36cm
デリバリーカーをイメージした

クリスマス仕様の猫用爪とぎです。

「サンタクロースハット」
価格：319円

サイズ：56～58㎝（頭囲）

パーティー準備には
コスチュームも欠かせない！

子どもも大人もペットもみんなで
着替えて盛大に盛り上がろう！
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※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

デコレーション＆ギフト

「イルミネーションバッテリー」
価格：1,078円

単3形乾電池×3本（別売り）
LED電球数：100球

「イルミネーションプラグ」
価格：1,958円

LED電球数：100球

「イルミネーションプラグ 200」
価格：2,948円

LED電球数：200球

12月
24日

■デコレーショングッズ

ホリデーシーズンを彩るために欠かせないディスプレイアイテムも豊富に登場！
手軽に装飾でき、収納も簡単なアイテムから定番の電飾グッズまで、様々な
アイテムが揃います。パーティーに向けてのライトアップも欠かせません！

「オーロラ オーナメント クリスタル」
価格：429円

サイズ：W22×D22×H20cm

「オーロラ ガーランド クリスタル」
価格：539円

サイズ：W165×H13.7cm

「オーロラ オーナメント スノーフレーク」
価格：539円

サイズ：W32×D13.5×H36cm

「ギフトバッグ メリークリスマス S」
価格：66円

サイズ：W20×D8×H30cm

おっといけない！
用意していたギフトも忘れずに…！

大切な人へのプレゼント準備は
特別なラッピングバッグで

「ギフトバッグ メリークリスマス M」
価格：82円

サイズ：W24×D8×H43cm

「ギフトバッグ メリークリスマス L」
価格：99円

サイズ：W32×D8×H45cm

■ギフトラッピング

クリスマス専用の新作ラッピング袋をご用意いたしました。
巾着タイプでお包みも簡単です！
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パーティー デコレーション

大切な人と特別なパーティーを…
いよいよテーブルも準備開始！

「#おうちクリスマス」の
会場づくりを手助けしてくれる

パーティーグッズたちをご紹介します。

※価格はすべて税込表記です。

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 企画開発部 広報課 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

12月
25日

「ペーパーカップ メリークリスマス」
価格：107円

サイズ：H9cm、8個入り

「パーティークロス クリスマス」
価格：209円

サイズ：W170×H130cm

「ペーパーナプキン（スノーフレーク、
メリークリスマス、トウィンクルスター）」

価格：各107円
サイズ：W33×H33cm、20枚入り

「ペーパーコースター 4P クリスマス」
価格：107円

サイズ：W10×H10cm、4枚入り

「ペーパープレート
メリークリスマス」

価格：107円
サイズ：Φ17.5cm

8枚入り

「ペーパーグラスマーカー
クリスマス」
価格：107円
サイズ：H5cm

4枚入り

「ペーパープレート L メリークリスマス」
価格：132円

サイズ：W29×H26cm 
3枚入り

■テーブルウェア

手軽なシーンも、こだわったパーティーも。「#おうちクリスマス」の
雰囲気づくりができる新作テーブルウェアで、パーティー会場を
彩りましょう！

「ペーパーボウル
メリークリスマス」

価格：107円
サイズ：Φ16cm

8枚入り

「お弁当ピック 20P クリスマス」
価格：107円

20本入り

「クッキーモールド 3P
クリスマス」
価格：429円
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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、63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10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

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント
企画開発部 広報課

高橋 猛志、熊沢 ひろの

TEL 03-5774-2340 ／ MOBILE 080-3028-3177（高橋）、080-3028-3244（熊沢）
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
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https://www.awesomestore.jp/
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https://twitter.com/awesomestore417
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