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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、オリジナルのインテリアシリーズ「Drippin’ for Chillin’」を展開いた
します。低価格ながらデザイン性が高い、コーヒーブレイクアイテムを多数ラインナップ。全国の「オーサムストア」店
舗、およびオンラインストアにて販売を開始しております。

■概要
オーサムストアが提案する「Drippin’ for Chillin’」。“夕方の暗がり”や“食後のコーヒータイム”をくつろいで過ごせる

シーンを想定した秋冬インテリア＆ダイニングスタイルです。コーヒーライフには欠かせないコーヒーグッズ各種や、イ
ンテリアにも映えるコーヒー豆のストッカーなどのダイニングアイテムをはじめ、チルアウト（ゆったりする、まったり
するの意）を演出してくれる、クッションやブランケットといったインテリアアイテムを、驚きの価格帯で展開中です。

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。

『Drippin’ for Chillin’』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t211104/
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「夕方の暗がり」や「食後のコーヒータイム」といった
くつろぎの空間を演出してくれるオリジナルシリーズ

オーサムストアの秋冬オリジナルインテリアシリーズ
「Drippin’ for Chillin’」

【コーヒー】がつなぐ、くつろぎのライフスタイルを提案

＜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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ダイニング

※価格はすべて税込表記です。

＜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、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

■コーヒーグッズ

くつろぎ演出のカギとなる「コーヒー」。美味しく淹れるためのグッズが豊富に登
場しました。定番のペーパーフィルターやガラスジャグをはじめ、コーヒー豆を入
れるストッカーなど、映えるオリジナルデザインにて展開いたします。

「ウッド コーヒーミル」
価格：2,178円

サイズ：W15×D10.5×H19cm（ハンドル取り付け時）
引き出しに入る容量：約15g

「ステンレスコーヒードリッパー」
価格：1,078円

サイズ：W13.8×D11.5×H8cm
ペーパーフィルターいらずのステンレスコーヒーミル。

「ステンレスコーヒーミル」
価格：1,848円

サイズ：W16×D5×H22cm（ハンドル取り付け時サイズ）
調整ネジでお好みの粒度で豆を挽くことができます。

「ペーパー コーヒーフィルター 40P（S、M）」
価格：各107円

サイズ：1～2人用、40枚入（S）
2～4人用、40枚入（M）

無漂白でパルプの色を生かしたブラウンカラーです。

左から1つ目・2つ目）「グラス コーヒージャグ（S、M）」
価格：（S）869円（M）1,078円

サイズ：W11.6×D7×H10cm、約370ml（S）
W14.3×D9×H12.3cm、約740ml（M）

メッセージが目盛りごとに入っているのがポイントです。

右手前）「グラス コーヒーマグカップ」
価格：869円

サイズ：W11.1×D7.7×H8.8cm、約350ml
耐熱ガラス製のマグカップです。
コーヒーを入れるとメッセージが

浮かび上がってくるデザインがポイントです。

「ガラス キャニスター（S、M）」
価格：（S）539円（M）649円

サイズ：φ10×H10.3cm、約550ml（S）
φ10×H13..4cm、約700ml（M）

「バンブー キャニスター（M、L）」
価格：（M）539円（L）649円

サイズ：φ10.7×H11.3cm、約660ml（M）
φ10.7×H16.7cm、約1000ml（L）「グラス コーヒージャグ S」 「グラス コーヒージャグ M」 「グラス コーヒーマグカップ」
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ダイニング／インテリア

※価格はすべて税込表記です。

＜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、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

■くつろぎを感じるファブリックアイテムたち

ゆったりとした時間を演出するためのインテリアグッズも豊富にラインナップ。
クッションカバーでは、新作のレクタングルサイズが登場です。

「ミルクフォーマー」
価格：429円

サイズ：W3.5×D2.5×H20cm
単3乾電池×2本（別売り）

泡立てたミルクを気軽に楽しめる、ミルクフォーマーです。

「バンブーファイバー カフェトレイ（グレー、ベージュ）」
価格：各539円

サイズ：W25×D1.2×H14cm

「コーデュロイ クッションカバー
ダークベージュ」

価格：759円

「ニット クッションカバー
Chevron」
価格：979円

「コーデュロイ クッションカバー
ダークグレー」
価格：759円

「ニット クッションカバー
Native」

価格：979円

「刺繍クッションカバー Banister」
価格：1,078円

「刺繍クッションカバー
レクタングル Carstens」

価格：1,078円

「コーデュロイ クッションカバー
レクタングル ダークベージュ」

価格：759円

「ニット クッションカバー
レクタングル Chevron」

価格：979円

「刺繍クッションカバー
Native グレー」
価格：1,078円

※クッションカバーサイズ
W45×H45cm（正方形）

W50×H35cm（レクタングル）
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インテリア

※価格はすべて税込表記です。

＜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、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

「コットン クッションカバー
Coffee」

価格：429円

「コットン クッションカバー
Peaberry」
価格：429円

「ボア クッションカバー
グレーカーキ」
価格：979円

「ヘリンボーン クッションカバー
ブラウン」

価格：979円

「コーデュロイ 座椅子（ネイビー、ベージュ）」
価格：各2,728円

サイズ：W54×D49-74×H5.5-43cm、H5.5cｍ（座高）
背のリクライニングが5段階で調整可能。

■あると便利なリクライニング付きシート

人気の座椅子にコーデュロイ生地の新作デザインが登場！
お部屋に馴染みやすい2種のカラーリングをご用意いたしました。

「フランネル クッションカバー
オレンジグレー」

価格：759円

「フランネル クッションカバー
ブルーベージュ」

価格：759円
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インテリア

※価格はすべて税込表記です。

＜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、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

■＋1なデザインのルームシューズ

クッションにもマッチするカラーリングで、秋冬のインテリアアイテムを
アップデート！トータルコーディネートにもおすすめなワンポイントアイテムです！

「コーデュロイバブ―シュ M
ダークベージュ」

価格：649円
サイズ：約22.5-24.5cm

「コーデュロイバブ―シュ L
ダークグレー」
価格：649円

サイズ：約25.5-27.5cm

「フランネルチェックバブ―シュ M
ブラウン」

価格：649円
サイズ：約22.5-24.5cm

「フランネルチェックバブ―シュ L
ネイビー」

価格：649円
サイズ：約25.5-27.5cm

「フェイクレザーバブ―シュ M
グリーンベージュ」

価格：759円
サイズ：約22.5-24.5cm

「フェイクレザーバブ―シュ L
ライトブラック」

価格：759円
サイズ：約25.5-27.5cm

「キルティングルームシューズ M
ベージュ」

価格：759円
サイズ：約22.5-24.5cm

「キルティングルームシューズ L
カーキ」

価格：759円
サイズ：約25.5-27.5cm

■ティッシュカバー＆ブランケット

シックで馴染みやすいコーデュロイのティッシュカバーに加え、ソファにかけて
使える大判のブランケットをご用意！お部屋のアクセントにおすすめです。

「ティッシュカバー コーデュロイ（ベージュ、グレー）」
価格：各539円

サイズ：W18.5×H34cm
マチナシのかけるタイプのティッシュカバーケースです。

左）「ブランケット L Outdoor Logo」
右）「ブランケット L Native」

価格：各2,079円
サイズ：W140×H200cm
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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、63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？

※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
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