
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、夏を演出できるアイテムを集めたフェア
『AWESOME LIFE –SUMMER-』を、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインショップにて開
催いたします。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
ついに夏本番！「AWESOME STORE」では、手軽に「夏」を取り入れることができるライフスタイルグッ

ズを集めたフェアを、7月17日（金）よりスタートいたします！
食卓に「夏」を添えてくれる元気＆涼し気なカラーリングのキッチングッズ、お部屋を「夏」に演出できる

小物やウォールデコレーションといったインテリアグッズ、暑～い「夏」を快適にしてくれる冷感グッズな
ど、幅広くご用意。心が躍るデザイン商品から、定番グッズまで数多くのアイテムを取り揃えております。ぜ
ひお近くの店舗、またはオンラインショップをご利用ください。

『AWESOME LIFE –SUMMER-』特設ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200717.html
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ついに夏本番！
生活シーンにも手軽に「夏」を取り入れて、この季節をもっと楽しもう！

「夏」を演出できるライフスタイルグッズが満載！
『AWESOME LIFE -SUMMER-』

店頭・オンラインショップにて7月17日（金）よりスタート！

＜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

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
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キッチン・ダイニング

食卓に「夏」を添えて

ワクワクする夏本番！いつでも楽しく調理できて、そして美味しい食事
の時間を楽しめるような、元気で涼し気なカラーリングのキッチングッ
ズを多数ご用意いたしました！もちろん「AWESOME STORE」ならで
はの低価格帯も魅力です。

その他「テーブルウェア」 商品一覧はこちら！
https://www.awesomestore.jp/category/ALS_K_T/

※価格はすべて税抜き表記です。

■テーブルウェア

食卓をにぎやかにしてくれる、カラフルで涼し気なテーブルウェアを多
数取り扱い中です。

メッシュ プレイスマット Round Suika
価格：290円

モンステラリーフ プレート（M、L）
価格：190円、290円

バナナリーフ プレート
（M、L）

価格：190円、290円

フルーツボウル
（Pink Grapefruit、Lemon、Muscat）

価格：各180円

レンゲスプーン
（Pink Grapefruit、Lemon、Muscat）

価格：各98円

ガラスプレート
Strawberry
価格：280円

グラス タンブラー Line
価格：各690円

グラスタンブラー Ohajiki
価格：690円

Glass タンブラー Aloha M
価格：450円

＜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

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
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キッチン・ダイニング

※価格はすべて税抜き表記です。

■ペーパーウェア

AWESOME STOREらしい、大胆なデザインのペーパーウェア。パー
ティーやアウトドアでも活躍してくれる万能アイテムです。

その他「キッチン雑貨」 商品一覧はこちら！
https://www.awesomestore.jp/category/ALS_K_K/

ペーパーナプキン Kiwi
価格：98円／20枚入り

ペーパーナプキン Cut Pine
価格：98円／20枚入り

ペーパーカップ Cut Pine
価格：98円／8個入り

ペーパープレート Cut Pine
価格：98円／8枚入り

【シリーズ累計販売数 150万個突破アイテム！！】
マイクロファイバーキッチンスポンジ 5P（Geometric、Flamingo、Cactus）

価格：各150円
水だけで汚れを落とせるマイクロファイバー製のスポンジ5個セットに、

夏の新柄3種が登場しました！

キッチンスポンジ各種
価格：各98円

ポップなデザインのキッチンスポンジ。
自立できるのもポイント！

（左から）
アルミホイル Tomato 価格：98円

ラップ Corn 価格：138円
ラップ Asparagus 価格：98円

ペーパーボウル Cut Pine 
価格：98円／6枚入り

保冷パック
（Suika、Pear）
価格：各150円

アイスキューブ 5P Fruit
価格：120円（5個セット）

グラデーション タンブラー（Matapang、Holo）
価格：各590円

■キッチン雑貨

キュートな柄が印象的な、キッチン雑貨。毎日使うもの
だから、楽しくて気分が上がるモノを選びましょう！

＜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

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
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その他「インテリア雑貨」 商品一覧はこちら！
https://www.awesomestore.jp/category/ALS_I_I/

■インテリア雑貨

玄関や棚にさりげなく置くだけ「夏」を演出できる小物たち。収納とし
ても使えるアイテムなど、さまざまな種類をご用意しております。

インテリア

毎日過ごす場所を「夏」色に

部屋のアクセントになる小物やウォールデコレーションアイテムをはじ
め、元気なカラーリングのクッションカバーなど、「夏」を簡単に取り
入れることができるインテリアグッズを幅広くご用意いたしました。す
べて「AWESOME STORE」オリジナルのデザインで展開しております。

スタンドデコ Lighthouse
価格：890円

サイズ：Φ8.8×H26cm

※価格はすべて税抜き表記です。

シーグラス バスケット Mix RD
価格：1,280円

サイズ：Φ30×H26cm

下2種）ブック Box S
価格：各490円

サイズ：W10×D3×H13cm

上2種）ブック Box M
価格：各980円

サイズ：W13×D5×H21cm

Wood デコ カー RD
価格：390円

サイズ：W14.5×D3.5×H14.5cm

Wood ワードデコ Summer
価格：390円

サイズ：W34×H9×D2cm

Wood ライトボックス Flamingo
価格：690円

サイズ：W20×H25×D5cm

Wood クリップ Watermelon
価格：190円（6個入り）

＜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

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
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その他「ファブリックアイテム」 商品一覧はこちら！
https://www.awesomestore.jp/category/ALS_I_F/

■ファブリック アイテム

個性あふれるファブリックアイテムで、見た目も気分もガラッと「夏」
に変えましょう！

インテリア

※価格はすべて税抜き表記です。

その他「ウォールデコレーションアイテム」 商品一覧はこちら！
https://www.awesomestore.jp/category/ALS_I_W/

コットンサンダル
Open Toe L
価格：450円

サイズ：約25～27.5cm

コットンサンダル
Stripe M

価格：390円
サイズ：約22.5～24.5cm

クッションカバー各種
価格：各390円

サイズ：W45×H45cm

トイレタリー Beach
価格：1,980円

トイレカバー、マットのセット

コットンバスケット Native S 各種
価格：各290円／サイズ：W12×H12cm

Wood ガーランド Flamingo&Leaf
価格：490円

サイズ：W100×H9cm

ウッドフック Cow
価格：590円

サイズ：W30×D0.5×H22cm

ガーランド マクラメ
価格：790円

サイズ：W100×H20cm

タペストリー
Macrame Heptagram

価格：790円
サイズ：W30×H37cm

ウッドフック Anchor
価格：490円

サイズ：W12×H18×D42cm

ウィンドチャイム Feather
価格：390円

サイズ：Φ9×H60cm

■ウォールデコレーションアイテム

ナチュラルな装飾で、壁面をデコレーション。手軽に「夏」を取り入れ
られます。

＜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

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
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フェルト ガーランド Beach
価格：290円／サイズ：W65×H10cm

＜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

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

暑～い「夏」を、快適に

マスク着用が必須となる今年の夏は、熱中症などを発症しないため、例
年よりも暑さに気を付けなければいけません。夏の必需品になりつつあ
るハンディファン、水に濡らすだけでひんやりとした涼感を味わえる特
殊素材のタオルなど、暑い夏を快適にしてくれるグッズを紹介します！

※価格はすべて税抜き表記です。

冷感グッズ

インテリア

■フェルト製デコレーションアイテム

シーズンを通して好評いただいているフェルト製デコレーションアイテ
ムに、ほっこりとした夏感を演出できる新作がラインナップしました。

その他「冷感グッズ」 商品一覧はこちら！
https://www.awesomestore.jp/category/ALS_C_C/

フェルト Fan
価格：190円

フェルト Butakatori
価格：190円

2way ハンディーファン（ピンク、ネイビー）
価格：各690円／サイズ：W10.5×H20.5×D4cm

バッテリー容量：1200ｍAh

ハンズフリー ネックファン
価格：1,280円／サイズ：W18×H26×D3.2cm

バッテリー容量：1200mAh

クールタオル各種
価格:各290円／サイズ：W80×H30cm

水に濡らして絞るだけで、暑い夏でもひんやりします。

フェルト ガーランド Tropical Fruit
価格：290円／サイズ：W70×H12cm

フェルト ガーランド Kimodameshi
価格：290円

フェルト ガーランド Natsu Yasumi
価格：290円

フェルト ガーランド Natsu Matsuri
価格：290円

mailto:pr@represent-as.jp
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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、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ショップもご用意しております。
※2020年7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？

＜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

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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