
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、低価格
ながらデザイン性が高い、クリスマスシーズンを盛り上げてくれる多種多様なインテリアグッズを、全
国の「AWESOME STORE」、およびオンラインショップにて展開しております。

■概要
ライフスタイルショップ「AWESOME STORE」は、2019年のホリデーシーズンを鮮やかに彩ってく

れるインテリアグッズを、驚きのクオリティ＆低価格で展開しております。手軽にお部屋をクリスマス
モードに演出できるツリーやLEDライトアップアイテム、フェルト飾りやガーランド、リースなど、
様々なアイテムをご用意。デザイン性あふれるオーサムストアのグッズで、ぜひ楽しいホリデーシーズ
ンをお過ごしください。

2019年11月14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

クリスマスの雰囲気を手軽に演出できる
多種多様な「オーサムストア」のインテリアグッズ！

ホリデーシーズンを鮮やかに彩る
「オーサムストア」のクリスマス インテリアグッズ

新商品が多数登場！
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メロディ ライトツリー
価格：890円

サイズ：Φ7×H13cm

ライトアップアイテム

＜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。

■幻想的な演出ができる、LEDライトアップアイテム！

手軽にお部屋をクリスマスの雰囲気に演出することができるライトアップグッズ。
今年もツリー型や筒形、そして温かみある木製のものまで、種類豊富にご用意い
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！

アートボード Black（Cans／Coffee）
価格：各1,280円

サイズ：W36.5×D13.5×H29cm

ウォーターインライティングツリー
グラデーションにライトが点灯し、

水の回転で水中のラメがキラキラと輝きます
価格：980円 ／ サイズ：W9×D9×H21.5cm

ライティング グラスツリー S
価格：390円

サイズ：W6.3×D6.3×H8cm

ゴールドライティングツリー
価格：1,780円

サイズ：W12×D12×H29cm

ライティング グラスツリー
価格：790円

サイズ：W10×D10×H18cm

デコライト Xmas Ornament
価格：1,280円

サイズ： Φ9×H13cm

ミラー Tunnel Light Star
価格：1,280円

サイズ：W24×D5×H24cm

Wood ライト star
価格：1,480円 ／ サイズ：W29×D6×H28cm

Wood デコ ボックスライト Story
価格：980円 ／ サイズ：W28×D3×H16.5cm

Wood デコ ボックスライト Tree
価格：980円

サイズ：W18.5×D4×H22.5cm

Wood デコライト House
価格：490円

サイズ：W10×D8×H13cm
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置物系アイテム

＜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。

■木やフェルト素材を使用した、温かみ溢れる置物系アイテム

木の風合いがナチュラルなクリスマス飾りなど、さまざまな形状の置物系アイテム
をご用意。また定番のクリスマスツリーや、サンタが音楽に合わせてぐるぐると回
り続ける電動アイテム、フェルト飾りなどもラインナップいたしました。

Wood リングホルダー Santa
（ゴールド／シルバー）
価格：390円／290円

Woody ダルマドール
価格：各290円

サイズ：Φ5.2×H10～12cm

Sitting デコドール（Santa／Reindeer）
価格：490円

サイズ：約W10×D2.6×H18cm

Eclat クリスマスツリー
価格：490円

サイズ：W18×D18×H30cm

Wood Sled ルームデコ
価格：1,680円

サイズ：W22×D10×H13cm

アンティークデコ
Bicycle Christmas

価格：1,280円
サイズ：W15.5×D7×H12cm

Woodツリー Xmas
価格：390円

サイズ：W20×D5.5×H26.6cm

フェルト Xmasツリー
価格：290円

サイズ：W17×D17×H21cm

Wood ルームデコ
Tree Snowman
価格：1,280円

サイズ：W18.5×D6×H31cm

Wood デコ Santa
価格：590円

サイズ：W31×D5×H15cm

Wood デコ MerryXmas
価格：590円

サイズ： W25×D3×H8.5cm

Wood デコ Santa
価格：290円

サイズ：W10×D3×H11cm

エンドレス サンタクロース
音楽に合わせて煙突の中をサンタが

ぐるぐると回る電動アイテム
価格：1,980円

サイズ：W18.5×D12×H33cm
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壁面向けアイテム

※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。

■壁面が鮮やかに！手軽に楽しめるウォールディスプレイアイテム

＜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

ホリデーシーズンを彩るために欠かせない壁に飾るタイムのディスプレイアイテムも豊富に登場！
定番のフェルト素材から、木製といった温かみ溢れるアイテムや、キラキラと輝く飾り物まで様々なグッズが揃います。

フェルトガーランド Xmas Santa
価格：290円

サイズ：W65×H11cm

Wood ガーランド Mix Xmas
価格：690円

サイズ：W134×H5cm

ペーパーガーランド Xmas Tree
価格：190円

サイズ：W165×H16.5cm

Merry Xmas ボード Snowman
価格：1,280円

サイズ：W30×D0.6×H12.5cm

Wood ガーランド Mix Tree
価格：490円

サイズ：W12.5×D1×H80cm

オーロラ オーナメント Snow Flake
価格：350円

サイズ：W32×D13.5×H36cm

オーロラ オーナメント Crystal
価格：290円

サイズ：W22×D22×H20cm

オーロラ オーナメント Tree
価格：350円

サイズ：W27×D27×H33cm

ルームデコ
Straw Wreath Reindeer

価格：690円
サイズ：W20.5×D3×H30.5cm

ルームデコ
Welcome Plate Santa Hat

価格：590円
サイズ：W9.5×D1×H24cm

ルームデコ Merry Xmas Board Santa
価格：490円

サイズ： W13.5×D0.4×H18cm

フェルトガーランド Xmas Logo
価格：290円

サイズ： W110×H15cm
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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。
※2019年11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/

※表参道店舗外観

”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
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