
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お掃除＆整理・整頓グッズを、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。

■概要
ライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」は、年末の大掃除はもちろん、

日常にも使えるお掃除グッズや、整理整頓に役立つアイテムを、驚きのクオリティ＆低価格で展開して
おります。付着した汚れを簡単に落とせるウォッシングモップや、乾拭きだけで油汚れや窓の汚れが落
とせるクロスといった掃除グッズをはじめ、棚整理に役立つ折り畳み可能なコンテナボックス、デザイ
ンが統一されたボックス収納といった整頓アイテムなど、さまざまな商品をご用意。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。

2019年12月5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

番外編としてカーケアグッズも！
掃除＆整頓アイテムは「オーサムストア」でリーズナブルに揃えよう！

お掃除から、整頓グッズまで！
新年を気持ちよく迎えるための

「オーサムストア」の清掃＆お片付けアイテム
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お掃除グッズ

＜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。

■年末の大掃除だけでなく、デイリーユースに最適なお掃除グッズを展開中！

年末の大掃除はもちろん、ちょっと億劫な日々のお掃除が楽しくなってしまうようなデザインのお掃
除グッズを多数展開中です。インテリアとしても使用できるアイテムが揃っておりますので、ぜひお
役立てください。もちろん「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力です！

お掃除クロス 窓拭き用
価格：190円

乾拭きだけで窓の汚れが取れるクロス。
水洗いで付着汚れが落とせます。

クリーニングクロス 3P
価格：290円

素材は吸水速乾のマイクロファイ
バーなので多様に使えます。

クリーニングクロス
価格：290円

使いたい分だけ使える便利なクロス。
水に強いので濡れ拭きもOK。

クリーニングワイパー
価格：590円

海外雑貨をイメージしたカラーリン
グﾞに仕上げました。

ダストパンセット レッド
価格：290円
落ち着いた赤で

インテリアにもなるほうきセット。

アイアンダストパン
価格：790円

インテリアとしても使えるダストパン。
デイリーユースに最適です。

シーグラスハンディブラシ
価格：98円

ナチュラルなインテリアを演出してく
れるハンディブラシ。値段にご注目！

ローラークリーナー
価格：490円

置いておくだけでかわいいデザインのロー
ルクリーナー。カジュアルなロゴ柄。

バスブラシ グリーン
価格：170円

隅まで掃除しやすいデザインの
お風呂ブラシ。

キッチンブラシ グリーン
価格：190円

吸盤付で自立する
便利なキッチンブラシ。

使い捨てビニール手袋 20P
価格：98円

便利な透明の使い捨て手袋。
憂鬱なお掃除が楽しい雰囲気になる
よう、映画モチーフのパッケージ。

お掃除クロス 油汚れ用
価格：290円

油汚れが乾拭きだけで取れるクロス。
水洗いで付着汚れが落とせます。

汚れたモップを出し入
れすることで、簡単に
洗浄＆脱水ができます。

ウォッシングモップ
価格：2,980円

簡単に水拭きできるフローリングモップ
バケツにモップを出し入れすることで、

洗浄＆脱水が同時にできます。
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ハンギングシェルフ NY Beach
価格：690円

ポールに付けられる吊り収納。
衣類や小物整理に最適です。

フラップスタッキングボックス S／M
価格：690円／980円

重ねてもフタの開閉ができ、使わない時は畳
んで収納できるスタッキングボックスです。

マルチボックス NY Beach S／M／L
価格：390～490円

一般的なカラーボックスサイズに対応した
マルチ収納ボックスです。

整理・整頓グッズ

※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。

＜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

スチールスタッキングラック S／M
価格：790円／1,280円

取っ手を内側に入れることで積み重ね
できるスチールラックです。

■テーブル小物から衣類まで
さまざまな整理・整頓グッズをご用意

スタッキングができるラックや、折り畳み可能なコンテナボックスなど、
小技が効いたアイテムを含め、豊富な品揃え！こちらで紹介しきれない
アイテムも多数ございます。

コンテナボックス
（ネイビー／カーキ）
価格：490～1,180円
サイズ：S／M／L

折り畳み可能なボックス。
スタッキングもできます。

ペンスタンド S
価格：590円

レターボックス
価格：790円

ペンスタンド L
価格：790円

ゴミ袋ストッカー
価格：各590円

ゴミ袋の収納に便利なケース。
中板付きなのでゴミ袋も入れやすく、

1枚ずつサッと取り出せます。

コンテナボックス Saint Louis
価格：2,980円

スタッキング可能な、大型の
折り畳みコンテナボックス。

デスクオーガナイザー各種
散らばりがちなデスク上の小物をまとめられる木製ボックスです。
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番外編：車の掃除＆整頓グッズ

＜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。

■車内の整理に最適な収納アイテム

散らばりがちな車内の小物整理に役立つアイテムが充実。
スマートフォンだけでなく、鍵などの小物を置いておける
ホルダーや、座席の後ろに取り付けられるティッシュケー
スやタブレットケースなど、豊富にご用意しております。

シートバック ティッシュケース
価格：390円

サンバイザーポケット
価格：390円

カー クリーンシート Polish
価格：190円

ダッシュボードやドアパネルな
どの汚れ落としやツヤ出し用の
クリーナーシート。20枚入り。

シートバックポケット ティッシュケース
価格：490円

シートバックポケット タブレットケース
価格：590円

ハンディ カースポンジ
価格：290円

持ち手付きのカースポンジ。
オーサムストアらしい、

オレンジ×ネイビーカラー。

スマートフォンホルダー
（ネイビー／レッド）

価格：各290円
車のダッシュボートに吸着し
固定して置けるホルダー。

カー クリーンシート Wash & Wax
価格：190円

自動車の塗装面の汚れ落とし
＆ワックスシート。

20枚入り。

カー クリーンシート Window
価格：190円

窓ガラス（車内）用の
クリーナーシート。

20枚入り。

カースポンジ
価格：190円

持ちやすく洗いやすい、
キメ細かなカースポンジ。

■本当にカーグッズ！？
あまり見ないデザインやカラーリングのお掃除グッズ

実はカーグッズも展開しており、AWESOME STOREならではのカラフルでデザイン性あ
ふれる商品でご好評をいただいています。まずは洗車グッズとして、手軽に車をケアでき
る各種クリーンシートや、スポンジをご紹介いたします。
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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、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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