
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、大切な人への贈り物におすすめな商品を多数展開しております。低価
格ながらデザイン性が高いオリジナル商品を、５つのサイズのギフトバッグに合わせてご提案いたします。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しております。

■概要
オーサムストアが提案する「THE GIFT」。５つのサイズのギフトバッグに合わせて、様々なシチュエーションでご利

用いただける、おすすめのギフトセレクションをご紹介いたします。人気のキッズアイテムでまとめたセットやヨガ入門
セットなど、カテゴリーごと、また使用シーンに合わせてご提案できるギフトにおすすめなアイテムを、オリジナルのギ
フトバッグと一緒に、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。

『THE GIFT』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t211111/
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オーサムストアの贈り物提案！
ギフトバッグ5種のサイズに合わせた、さまざまなアイテムをご紹介！

プチギフトから大切な方への贈り物まで！
どんなシーンにも対応できる、

ギフトバッグ＆おすすめ商品をご紹介します！

＜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、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

https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210520/
mailto:pr@represent-as.jp


ギフトXS／ギフトS

※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

「ばらまきお菓子セット」

「おもしろステーショナリーセット」 「簡単お掃除セット」

■「XSサイズ」ギフトセレクション

最小のXSサイズのギフトバッグを使用した贈り物向けアイテムをご提案！
ちょっとしたプチギフトにおすすめな「ばらまきお菓子セット」をご紹介します。

「ギフトバッグ ブルー XS」
価格：38円

サイズ：W14×D22cm

「ドライフルーツ トマト」
価格：129円

サイズ：W11.5×H15cm
内容量：34g

「スティックオレンジケーキ」
価格：105円

内容量：W7×H19cm

■「Sサイズ」ギフトセレクション

Sサイズのギフトバッグを使用した贈り物向けアイテムをご提案！
ASらしい日用品を詰めた「おもしろステーショナリーセット」「簡単お掃除セット」
をご紹介します。

「ギフトバッグ ブルー S」
価格：55円

サイズ：W20×D30cm

「ノート Traffic A5」
価格：88円

サイズ：W14.8×D0.3×H21cm、
30ページ（5mm方眼）

「付箋 ウィークリースケジュール」
価格：165円

サイズ：W12×D1×H9cm、50枚入り

「結束バンド カエル」
価格：107円

サイズ：W4×H14cm

「詰替えスプレーボトル
270ml 分類シール付き」

価格：319円
サイズ：W10×D6×H20cm

「長男ジューソー 240g」
価格：107円
容量：240g

用途：住宅・衣類の汚れ落とし

「使い捨て手袋」
価格：107円

サイズ：フリー、20個入り
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ギフトM／ギフトL

※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

「感染対策セット」

「カラフルキッズセット」

「キッチン消耗品セット」

■「Mサイズ」ギフトセレクション

縦長のMサイズギフトバッグを使用した贈り物向けアイテムをご提案！
便利でキュートなアイテムが詰まった「キッチン消耗品セット」や、
このご時世に沿った贈り物「感染対策セット」をご紹介します。

「ギフトバッグ ブルー M」
価格：71円

サイズ：W24×D43cm

「ジッパーバッグ 3P Oven」
価格：209円

サイズ：W19×D6×H14cm、3枚入り

「アルミホイル チョコレートバー」
価格：107円

サイズ：30cm×5m

「ラップ 22cm Mintes」
価格：107円

サイズ：22cm×15m

「キッチンスポンジ バナナ」
価格：107円

サイズ：W13×D3×H9cm

※近日発売予定！

■「Lサイズ」ギフトセレクション

Lサイズのギフトバッグを使用した贈り物向けアイテムをご提案！
お子様がいるご家庭への贈り物「カラフルキッズセット」や、新しい趣味の開拓に
おすすめな「ガーデニングスターターセット」をご紹介します。

「ギフトバッグ ブルー L」
価格：88円

サイズ：W32×D45cm

「キッズ シリコンスプーン
ターコイズブルー」

価格：209円
サイズ：W3×D2×H14cm

「キッズ スナックカップ」
価格：319円

サイズ：W14×D9.5×H6cm
「バスポスター アルファベット」

価格：429円
サイズ：W52×H36cm

「キッズ シリコンビブ イエロー」
価格：649円

サイズ：W22×D2×H28cm

「不在時は宅配ボックスへ
マグネットプレート」

価格：165円
サイズ：W12×H8.6cm

「宅配折り畳みバッグ」
価格：1,078円

サイズ：H20×W25×D2.5cm
（折り畳みサイズ）

H40×W45×D30cm
（バッグサイズ）、約54L

「コンパクトアルコールウェットティッシュ
10枚入り」
価格：88円

サイズ：W20×H16cm

「マスクケース グミ」
価格：107円

サイズ：W12×H20cm（見開き幅24cm）
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ギフトL／ギフトXL

※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

「ガーデニングスターターセット」

「引越し祝いセット」

「ヨガ入門セット」

「PPプランター S ブルー」
価格：165円

サイズ：3号（約320ml）

「ガーデニングショートエプロン ネイビー」
価格：1,078円

サイズ：W84×H56cm

「ブリキプランター S Pear」
価格：275円

サイズ：Φ9×H10cm、約400ml

「ガーデニングシャベル S」
価格：869円

サイズ：W7×D6×H330cm

■「XLサイズ」ギフトセレクション

最大容量となるXLサイズのギフトバッグを使用した贈り物向けアイテムをご提案！
大切な人へ贈るボリューム満載のプレゼントとして、「引越し祝いセット」
「ヨガ入門セット」をご紹介します。

「ギフトバッグ ブルー XL」
価格：143円

サイズ：W45×D62cm

「フェイスタオル Hotel」
価格：429円

サイズ：W34×H74cm

「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

「折り畳みヨガマット」
価格：1,408円

サイズ：W61×D0.4×H173.5cm（広げたサイズ）
W25×D4.5×H30.5cm（折りたたんだサイズ）

「エクササイズローラー ブルー」
価格：869円

サイズ：W25×D17×H17

「ヨガローラー ブルー」
価格：1,408円

サイズ：Φ14cm×33cm

「コットン クッションカバー
Peaberry」
価格：429円

サイズ：W45×H45cm

「ヌードクッション 45×45cm」
価格：539円

サイズ：W45×H45cm
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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、64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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