
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）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、母の日＆父の日のプレゼントとして最適なアイテム各種を、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
今年の「母の日」は5月9日（日）、「父の日」は6月20日（日）となっています。感謝の気持ちを込めてプレゼントを

贈りたいけど、毎年のことだから何にすればいいのか迷ってしまうという方も多いはず。今回は、AWESOME STOREの
バラエティに富んだ様々なアイテムの中から、ご両親へのプレゼントに最適なグッズを厳選してご紹介いたします。
「母の日」向けでは、毎日ご使用いただけるキッチングッズをはじめ、ファッション雑貨やルームウェアといったデイ

リーユースアイテムをセレクト。「父の日」向けでは、酒器や靴下などの日用品をはじめ、筋トレ用といったヘルスケア
グッズまで、さまざまなアイテムを取り揃えています。すべてAWESOME STOREならではの、オリジナルデザインと
なっております。
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。

『母の日・父の日』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210422/
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＜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

キッチングッズやファッション、ヘルスケアアイテムまで！
「母の日」「父の日」おすすめのプレゼントをご提案！

「母の日」「父の日」に最適！
バラエティに富んだオーサムストアのグッズで

感謝の気持ちを込めたプレゼントを！
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■キッチングッズ編

いつも美味しい料理を作ってくれるお母さん。さらに料理が楽しくな
るようなキッチングッズを贈るのはいかがでしょうか？AWESOME
STOREでは、大胆なデザインからベーシックなキッチンウェアをは
じめ、さまざまなグッズを展開しています。

「エプロン」（Green Apple、Farm）
価格：各649円

サイズ：W70×H80cm

「キッチンミトン」（Green Apple、Farm）
価格：各319円

サイズ：W12×H22cm

「ウォッシンググローブ」
（Laundry、Cans）

価格：各319円

「フェルト父の日」
価格：209円

お父さんへの感謝のメッセージ
「THANKS DAD」が入った置き型

のフェルト飾り。
元気なひまわりカラーが

ポイントです。

■フェルト製デコレーションアイテム

温もりを感じるやさしい質感とデザインに思わずほっこりしてしまう、感謝の気持ちを伝えるのに最適なフェルト製デコレーションアイテム。
「母の日」「父の日」当日の食卓などを、華やかに演出します。

「フェルトガーランド Thank You」
価格：319円

感謝の気持ちを伝えるのに最適な、
フェルト製ガーランド。

共通のおすすめグッズ

「母の日」おすすめグッズ

「フェルト母の日」
価格：209円

お母さんへの感謝のメッセージ
「THANKS MOM」が入った置き型

のフェルト飾りです。
色とりどりのカーネーションが

デザインされています。

「ガーデニングエプロン BR」
価格：1,408円

サイズ：W84×H80cm

「ガーデニングエプロン NV」
価格：1,078円

サイズ：W84×H56cm

※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

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F
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■ファッション編

AWESOME STOREはファッション雑貨も充実！なかでも「母の日」のプレゼント用として、これからの季節に役立ちそうなファッションアイ
テムをご紹介いたします。

■日用品編

こちらでは、ルームウェアやスリッパといったデイリーユースなアイテムをご
紹介いたします。こちらでは紹介しきれないグッズもあるので、ぜひ店舗やオ
ンラインストアもご確認ください！

「折り畳み日傘 Aloha」
価格：1,628円

サイズ：親骨約50cm

「母の日」おすすめグッズ

「キャペリンハット DBE」
価格：1,408円

ツバ広のハット。日差しを遮
るツバの広さがポイントです。
主張しすぎないピスネームが
アクセントになっています。

「バケットハット NV」
価格：979円

ワンポイントの刺繍がおしゃ
れなバケットハットです。
ベーシックな形状なので普段
使いしやすいアイテムです。

「ハット Ribbon BR」
価格：1,408円

バックリボンのツバ広ハット。
背面にカットが入っているの
で、髪を束ねてもシルエット
を保て、綺麗にかぶれます。

「ハット Ribbon BL」
価格：869円

デニム調の生地感でカジュア
ルに被れるハットです。

「アームカバー
Check」

価格：539円
サイズ：丈約55cm

「アームカバー
Herringbone」
価格：539円

サイズ：丈約55cm

「折りたたみ日傘 Border」
価格：1,628円

サイズ：親骨約50cm

「デニム バブーシュ BL」
価格：759円

サイズ：約22.5～24.5cm

「フェイクレザー バブーシュ IV」
価格：759円

サイズ：約22.5～24.5cm

「コットンサンダル M
Opentoe BE」
価格：495円

サイズ：約22.5～25㎝

「コットンサンダル M
Thong RD」
価格：429円

サイズ：約22.5～25㎝

「ルームウェア Star」
価格：2,178円

身長154～164cm
バスト79～94cm
ウエスト64～77cm

「ルームウェア
Alphabet」
価格：2,178円

身長154～164cm
バスト79～94cm
ウエスト64～77cm

※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

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）
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「リラックス クッション Rabbit」
価格：1,958円

サイズ：W25×D7×H40cm

「リラックス クッション Alligator」
価格：1958円

サイズ：W40×D7×H25cm

■日用品編

「父の日」に最適なアイテムをご紹介！こちらでは、酒器類、靴下、ルーム
ウェアやスリッパといった日用品的なアイテムを提案いたします。

■ヘルスケアグッズ編

日頃頑張ってくれているお父さんに、健康になってほしいという希望を込めて、ヘルスケアグッズのプレゼントはいかがでしょうか？
バイブレーターが内蔵されたクッションやトレーニンググッズなど、幅広く取り揃えてます。

「父の日」おすすめグッズ

「ヨガ ローラー BL」
価格：1408円／サイズ：Φ14×W33cm
ふくらはぎや背中など気になる部分に、

程良い刺激でリフレッシュ。

「モバイル アームバンド」
価格：429円

サイズ：約W57.5×H17cｍ
スマートフォンが入れられるケース。
腕に巻き付けられランニングや、

ジョギング中に便利なアイテムです。

「フットカバー Mens BE」
価格：319円

サイズ：25～27cm

「フットカバー Mens NV」
価格：319円

サイズ：25～27cm

「ソックス Mens Sticker」
価格：429円

サイズ：25～27cm

「ショートソックス Mens Yacht」
価格：319円

サイズ：25～27cm

「エクササイズ ローラー BL」
価格：869円

サイズ：W25×D17×H17cm
ローラーを前後にころがして

腹筋の強化に。

「アンクルウェイト 250g RD」
価格：319円

サイズ：長さ19.5×W7×D3cm 
重さ：250ｇ

250gの重りでジョギングやエク
ササイズなど幅広くサポート。

「ルームウェア Mens
Tour T-shirt」
価格：2,178円

身長165～175cm
チェスト88～96cm
ウエスト76～84cm

「パジャマ Mens Athlete」
価格：2,178円

身長165～175cm
チェスト88～96cm
ウエスト76～84cm

左）「ビアグラス Boot Windmill」
価格：539円／容量：約280ml

中）「ワイングラス Tumbler Grape」
価格：429円／容量：約280ml

右）「ビアグラス Blaise」
価格：539円／容量：約380ml

「コットンサンダル L Thong」
価格：429円

サイズ：約25～27.5cm

「コットンサンダル L Opentoe」
価格：495円

サイズ：約25～27.5cm

※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

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F
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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、60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4月22日現在

■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
運営部 PR・販促課

高橋 猛志

TEL 03-5774-2340 ／ MOBILE 080-3028-3177（高橋）
MAIL pr@represent-as.jp
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