
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、2021年のお正月をお祝いするグッズ各種を、全国の「AWESOME 
STORE」店舗、およびオンラインショップにて展開しております。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
ライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」では、2021年のお正月を鮮やかに彩ってくれる

グッズを多数展開中。ルームデコレーションアイテムやテーブルウェア、ペットグッズ類を、驚きのクオリティ＆低価格
で展開しております。
手軽にお部屋をお正月モードに演出できるフェルト製のガーランドや置物、おしゃれな重箱やペーパーナプキンといっ

たテーブルウェア、手土産に最適なキッチンスポンジや小さな紙袋、さらに大切なペットと一緒にお正月を楽しめるコス
チュームなど、さまざまな商品をご用意しております。
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。

『お正月グッズ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature201126.html

2020年11月26日
株式会社レプレゼント

フェルト製のルームデコレーションやペットコスチュームまで
お正月を彩るアイテムは「オーサムストア」でリーズナブルに揃えよう！

来年の「お正月」は手軽に、鮮やかに祝おう！
飾り物からお土産、ペットグッズまで揃う
オーサムストアのお正月アイテムが登場！

＜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 Kumade L 21
価格：590円

サイズ：W30×D2×H31cm

フェルト Ushi
価格：190円

サイズ：W13×D7×H8cm

フェルトガーランド
椿／お雑煮／小槌
価格：各290円

サイズ：H53～58cm

フェルト Kadomatsu L 21
価格：370円

サイズ：W13×D5×H19cm

フェルトガーランド New Year 21
価格：290円

サイズ：W105×D1×H9cm

ルームデコレーション

※価格はすべて税抜き表記です。

＜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

フェルトガーランド New Year Toys
価格：290円

サイズ：W70×D1×H10cm

■こころがほっこりするルームデコレーションアイテム

2021年のお正月を、手軽に可愛く演出できる温かみ溢れるデコレーションアイテムが新たに登場しました。
やさしい質感とデザインに思わずほっこりしてしまう、木製の置物やしめ縄、フェルト製のルームデコレーショ
ンアイテムなど多数展開中です。もちろん「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力です！

Wood 門松
価格：690円

サイズ：W9×D8×H15cm

Wood 鏡餅
価格：690円

サイズ：W11×D11×H15cm

Wood しめ縄
価格：490円

サイズ：W20×D1×H20cm

Wood Doll 各種
（牛、招き猫、ダルマ）

価格：各490円
サイズ：H9～13cm
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祝い箸 5P
価格：230円

5膳入り

ペーパーナプキン New Year 21
価格：98円
20枚入り

重箱 Ichimatsu
価格：1,280円

サイズ：Ｗ15×Ｄ15×Ｈ14cm

祝いペーパープレイスマット 5P
価格：190円

5枚入り

■新年のご挨拶に最適な、小粋なお土産グッズ

プチギフトに最適なグッズをご紹介。小さなアイテムを入れるのにぴったりなお正月限定の紙袋、いくつ
あってもうれしいキッチンスポンジ、和柄ながらポップなデザインのぽち袋など、さまざまなアイテムを
ご用意。新年のご挨拶に添えるカジュアルギフト「こ年賀」として、ぜひご利用ください。

ポチ袋 Ushi
価格：98円／6枚入り

ポチ袋 Daruma
価格：98円／6枚入り

ポチ袋 Fujisan
価格：98円／6枚入り

ポチ袋 Medetai
価格：98円／6枚入り

キッチンスポンジ Ushi
価格：98円

ペーパーバッグ S Fuji
価格：120円／3枚入り

キッチンスポンジ Shishimai
価格：98円

キッチンスポンジ Kagamimochi
価格：98円

■ポップなデザインのお正月テーブルウェア

手軽にお正月ムードを味わえるテーブルウェアが登場！白を基調
としたデザインの重箱、縁起物を和風テイストながらポップにデ
ザインしたペーパーナプキンやペーパーマットなどをご用意。
シックながらポップなデザインのアイテムで、新年の食卓を素敵
に演出してください。

テーブルウェア＆お土産

※価格はすべて税抜き表記です。

＜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

ペーパーバッグ M New Year
価格：150円／3枚入り
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Pet 着物 Tsubaki
価格：690円
サイズ： S／M

モダンな椿柄が可愛らしい生地に、
大きめの帯のデザインがポイント。
お正月だけでなくお祝い事にも使え

るデザインです。

■大切なペットと一緒に楽しめる
「#036PETS」のお正月アイテム

Pet お正月コスチューム Daruma
価格：390円／サイズ：小～中型犬・猫

猫じゃらし Manekineko
価格：190円

サイズ：W6×H46cm
招き猫がモチーフの猫じゃらし。
猫から小判や鯛などおめでたい
アイテムでお正月を連想させる

デザインです。

オリジナルのペットグッズシリーズ「#036PETS（オーサムペッツ）」より、
大切なペットも一緒になってお正月シーズンを楽しめるグッズが登場！ SNS
映えする撮影や、年賀状作成に役立つこと間違いなしなアイテムを多数ライン
ナップしております。

ペットグッズ

※価格はすべて税抜き表記です。

＜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

Pet お正月コスチューム Cow
価格：390円／サイズ：小～中型犬・猫

Pet コスチューム Kimono
価格：690円
サイズ： S／M

おしゃれなストライプ生地の袴にワンポ
イントの家紋風プリントがポイントです
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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、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
・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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