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2020年8月27日
株式会社レプレゼント

「ミッドナイト・パーティー」始まります…
今年はおうちで「パーティー」＆「仮装」を楽しんじゃおう！

『オーサムストア的ハロウィーン』をご提案！

＜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

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、おうちでハロウィーンを満喫できる新作グッズ各種を、全国の
「AWESOME STORE（オーサムストア）」店舗、およびオンラインストアにて8月27日（金）より順次展開いたします。
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
今年のハロウィーンは、なんと！かわいいモンスターたちが、夜な夜なあなたのパーティー会場に訪れる！？

AWESOME STORE（オーサムストア）では、「ミッドナイト・パーティー」というテーマのもと、「おうちハロウィー
ン」での仮装やパーティーを手軽に実現できる、低価格ながらデザイン性に優れたアイテムを集めたフェアを、8月27日
（金）よりスタートいたします！

お部屋を一気にハロウィーンのパーティー会場に変えてくれる、オリジナルのモンスターがデザインされた、デコレー
ションアイテムや食器類をはじめ、キッズコスチュームやワンポイント仮装アイテム、さらにペット用コスチュームに至
るまで、さまざまなハロウィーン関連アイテムを、驚きの価格帯で展開いたします。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。

『今年のハロウィーンはミッドナイトパーティー！？』特設ページ
https://www.awesomestore.jp/store/pages/halloween.aspx

「パーティー」から「仮装」まで、様々なアイテムをご用意！
新作アイテム満載の『おうちハロウィーン』を思いっきり楽しもう！

mailto:pr@represent-as.jp
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パーティーグッズ

＜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

WE GO TO YOUR
HOME PARTY…！

夜な夜なあなたのパーティー会場に
モンスターが訪れる！？

「フェルトガーランド ハロウィーン ロゴ 21」
価格：319円

■フェルト デコレーショングッズ

温もりを感じる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、手軽に部屋を演出できる万能アイテムです！

日常空間を「ハロウィーン」一色に！

手軽なシーンも、こだわったパーティーも
「#おうちハロウィーン」の雰囲気作りができる

新作アイテムがいっぱい！
さぁ、ゲスト（やモンスター）が来る前に

パーティー会場を彩りましょう！

「フェルトガーランド ハロウィーンナイト」
価格：319円

■デコレーショングッズ

大小さまざまな、デコレーションアイテム。インパクトのあるペーパーランタンや
ライトアップするガーランドで、自分だけのパーティー会場を演出しましょう！

「ウッド リース ハロウィーン 21」
価格：539円

サイズ： W19×D1×H19cm

「スティックバルーン
（ジャック、ゴースト、ブラックキャット）」

価格：各209円
サイズ：W19×D8×H14cm（Hal Jack）

W16×D7×H17cm（Ghost Boo）
W15×D7×H20cm（Black Cat）

長さ20cm（スティック）

「ペーパーランタン ジャック」
価格：275円

サイズ：Φ36×H28cm

「ハロウィーン バルーン 6P」
価格：107円／6個入り

「ウッド LEDガーランド
ジャック＆ウィッチ」

価格：759円
コード全長：約92cm

「ライト ガーランド ジャック」
価格：869円

コード全長：約160cm

「ライト ガーランド ゴースト」
価格：539円

コード全長：約172cm

「LED ランタン ガーランド ジャック」
価格：979円

サイズ：約210cm（コード）
Φ7×H7cm（ランタン）

「ペーパーランタン ゴースト」
価格：209円

サイズ：Φ25×H22cm

※9月上旬 発売予定！

※9月上旬 発売予定！

※9月上旬 発売予定！

※価格はすべて税込み表記です。
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パーティーグッズ

※価格はすべて税込み表記です。

＜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

※9月上旬 発売予定！■ウッド置きデコシリーズ

毎年大人気のウッドシリーズ。玄関など、小スペースにも飾れて、
大活躍のアイテムです。光るライティングデコなど、種類も豊富に
ご用意しております。

「ウッド デコ ゴースト＆バンパイア」
価格：429円

サイズ：W12.5×D3.5×H11.5cm

「ウッド デコ ジャック＆キャット」
価格：429円

サイズ：W11.5×D3.5×H12cm

「ウッド LED デコ ゴースト」
価格：649円

サイズ：W11×D2.5×H14cm

「ウッド LED デコ ジャック 21」
価格：869円

サイズ：W20.5×D2.5×H17cm

「ウッド ワード デコ ハッピーハロウィーン 21」
価格：539円

サイズ：W37×D4×H13cm

「ペーパーナプキン」
価格：107円／20枚入り

「ペーパーボウル」
価格：107円／8枚入り

「ペーパーコースター 4P」
価格：107円／4枚入り

「ペーパーカップ」
価格：107円／8個入り

「ポップコーンカップ 2P」
価格：209円／2個入り

「ペーパープレート」
価格：107円／8枚入り

132円／3枚入り（L）

LET’S PARTY！

■テーブルウェア

オリジナルのモンスターが描かれた、卓上を楽しく彩る食器たち。カラフル
なオリジナルテーブルウェアで、ハロウィーン気分を盛り上げましょう！

「弁当ピック 20P」
価格：107円／20本入り

「ペーパー グラスマーカー」
価格：107円／4枚入り

「ペーパー マフィンカップ
ジャック S、ゴースト M」

価格：各107円／各10枚入り
「クッキー モールド 3P」

価格：429円

「パーティークロス パンプキンナイト」
価格：209円

サイズ：W170×H130cm

「弁当カップ S」
価格：107円
サイズ：6号

「弁当カップ L」
価格：107円

サイズ：W9.5×D5×H3

「弁当カップ M」
価格：107円
サイズ：9号

ゲストがそろったら、いよいよ
パーティースタート！
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コスチューム

＜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

「キッズコスチューム
フェアリー」

価格：1,078円
サイズ：110

身長：105～115cm

「キッズコスチューム
ブラックキャット」

価格：1,078円
サイズ：110

身長：105～115cm

『Trick Or Treat！』
-- ジッパーバッグの活用術 --

■キッズコスチューム

思いっきりハロウィーンをエンジョイするための、新作をご用意！
女の子用、男の子用があり、手軽に仮装を楽しめます！

「おうちハロウィーン」コスチューム！

毎年、大好評のキッズコスチュームに新作が登場！
コスチュームを着て、おうちで

ハロウィーン気分を満喫しよう！
『Trick Or Treat！』でお菓子GETもお忘れなく！

「キッズコスチューム
ヒーロー」

価格：1,408円
サイズ：110

身長：105～115cm

「キッズコスチューム
ウィッチ」

価格：1,078円
サイズ：110

身長：105～115cm

「キッズコスチューム
プリンセスドレス」

価格：1,738円
サイズ：110

身長：105～115cm

「キッズコスチューム
カウボーイ」

価格：1,408円
サイズ：110

身長：105～115cm

「ジッパーバッグ 4P ハロウィーン S」
価格：107円／4枚入り

「ジッパーバッグ 3P ハロウィーン M」
価格：107円／3枚入り

お菓子入れやちょっとしたお土産袋として
プチギフト用にもおすすめです！

「パーティーステッキ
ハート」

価格：209円

「パーティーステッキ
スター」

価格：209円

※価格はすべて税込み表記です。
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コスチューム

＜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

大切なペットも、
この日だけは、モンスターに

なっちゃうかも！？

■ペット用グッズ

大切なペットと一緒にハロウィーンを楽しみたい！そんなご要望にお応
えして、被り物からコスチュームまで、さまざまなアイテムをご用意し
ております！

「爪とぎ ハロウィーン」
価格：2,178円

サイズ：W47×D23×H35cm
ジャック・オー・ランタン（表面）

キャットバスターズ（裏面）

「ペット ヘッドギア コウモリ」
価格：429円

「ペットコスチューム バーガーショップ」
価格：979円

「ペット ヘッドギア パンプキン」
価格：429円

『AWESOME STORE』2店舗が
ハロウィーン仕様に変わります！！

TOKYO店・ AWESOME STORE & CAFE IKEBUKURO
（オーサムストア＆カフェ池袋）店の2店舗にて

9月13日（月）より開催！

＼１F店内はハロウィーン一色に！！／

商品である大型のペーパーランタンをはじめ、
様々な飾りつけで店内をハロウィーン仕様にします。

＼スタッフがコスプレで盛り上げる！！／

店舗スタッフが仮装して接客！
さらにハロウィーン気分を盛り上げます！

※フォトスポットイメージ

＼２F「ASスタジオ」がフォトスポットに！！／

SNS番組の配信スタジオがフォトスポット化！
等身大の顔出しパネルなどを設置予定！

※AWESOME STORE & CAFE IKEBUKURO（オーサムストア
＆カフェ池袋）店は店内に設置予定です。

※価格はすべて税込み表記です。
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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 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

■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8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/

mailto:pr@represent-as.jp
https://www.awesomestore.jp/ext/storelist.html
https://www.awesomestore.jp/
https://www.instagram.com/awesomestore_jp/
https://twitter.com/awesomestore417
https://www.facebook.com/awesomestore.jp/

