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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2弾として今回は、低価格ながら
デザイン性が高い、暑い日を快適にしてくれる涼感グッズをまとめた「COOL DOWNアイテム特集」を公開いたしまし
た。

■概要
夏を目前に控え、少しずつ暑い日が多くなってきた現在。AWESOME STORE（オーサムストア）では、これからの暑

い日々を楽しく乗り切ることができる、ひんやり冷たいCOOL DOWNアイテムを展開中です。熱中症対策におすすめな
クールタオル、今や夏の代名詞！簡単に使用できるハンディファン、夏のスポーツには欠かせないアイスバッグ、おしゃ
れに夏を楽しめる扇子などのファッションアイテム、今年は「暑さを楽しむ」ためのCOOL DOWNアイテムを幅広く取
り揃えております。通勤・通学はもちろん、これからの季節に機会が増えるレジャーやフェスなどにもおすすめです。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。

『COOL DOWNアイテム』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210617/

今年も暑い「夏」がやってきます！
お家やお外で大活躍してくれる、ひんやり冷感グッズをご紹介！

今年の「暑さ」は例年以上！？
過酷な暑さをクールダウンしてくれる便利アイテムで、

快適なサマーライフを手に入れよう！

＜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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※価格はすべて税込み表記です。

暑さ対策（外出編①）

「扇子 Beer」
価格：319円

「扇子 Hula」
価格：319円

「扇子 Feather」
価格：319円

「扇子 Border」
価格：319円

「扇子 Pink Grapefruit」
価格：319円

「扇子 Anemone」
価格：319円

■なかなか無いキュートなデザイン！
柄が大胆にあしらわれた「扇子」

バッグの中でも場所を取らず、暑い日に大活躍する扇子。
オーサムストアらしい大胆なデザインが目を引きます。

■今や常識！夏のお供の携帯型扇風機、
用途で選べる２種類の「ハンディーファン」

暑い日に活躍してくれるハンディーファン。
充電式で持ち運びにも便利なサイズです！

「2wayハンディーファン（YE、IV、GR）」
価格：各759円

風量が3段階で変えられるハンディーファン。
卓上でも使えるようスタンドも付属しています。

「ハンズフリーファン NV」
価格：1,408円

首からかけられるハンズフリーファンです。
3段階で調節可能で場所に合わせて

風量を調節できます。
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※価格はすべて税込み表記です。

暑さ対策（外出編②）

「保冷ポーチ NV」
価格：539円

サイズ：W20.5×H25cm（ポーチ）
W11×H11cm（保冷剤）

抱っこ紐やベビーカー、チャイルドシートなどの
暑さ対策に便利な保冷ポーチです。ベース色のネイ

ビーとオリジナルのタグがオシャレで
持ちやすいデザイン。保冷剤付き。

「ネック用保冷剤 NV」
価格：649円

サイズ：W32×D2×H32cm
首元を冷やしてくれる保冷剤です。

ネイビーを基調とした色合いで使いやすいデザイン。

「保冷剤 Wrap Type BL」
価格：539円

サイズ：W28×D14×H1cm
腕に巻いたり、ペットボトルや缶に巻いて冷たさをキープ

できる保冷剤です。爽やかな色合いで持ちやすくオシャレです。

■火照った体をクールダウンしてくれる「冷感グッズ」

水に濡らすだけでひんやりとした涼感を味わえる特殊素材の薄手タ
オルや、氷を入れればすぐに使えるアイスバッグなど、さまざまな
デザインの冷感グッズをご用意しております。

「クールタオル」
サイズ：各W80×H30cm
水に濡らして絞るだけで、
暑い夏でもひんやり。

風に当てて振ると冷たさが
戻るので、繰り返し使用できます。

「氷のう（Ice Cream、Cactus）」
価格：各319円

温冷どちらにも使える氷袋。
発熱時や身体の一部の
クールダウンに。

「クールタオル Pineapple LBL」
価格：319円

「クールタオル Native BL」
価格：319円
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※価格はすべて税込み表記です。
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暑さ対策（自宅編）

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」
（ 6月24日（木）リリース予定）

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！

■触れているだけで涼しくなる「接触冷感生地」アイテム

触れるとひんやり涼しい接触冷感生地を使用したアイテムです。
吸汗速乾効果があり、さらっと快適にお使いいただけます。

「クール 枕パッド Native BL」
価格：539円

サイズ：W60×H40cm
触れるとひんやり涼しい接触冷感生
地。吸汗速乾効果があり、いつでも
さらっと快適にお使いいただけます。
ゴムバンドの付いた枕用パッドです。

「クール 低反発クッション Native BL」
価格：1,078円

サイズ：W40×D10×H18.5cm
接触冷感生地を使用した低反発クッション。

枕や腰当などに最適です。

「クール お昼寝マット Native BL」
価格：1,078円

サイズ： W60×H125cm
触れるとひんやり涼しい接触冷感生地。
お昼寝に最適なサイズのマットです。
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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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