
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、同社が運営するライフスタイルショッ
プ「AWESOME STORE（オーサムストア）」より、おうちでクリスマスを満喫できる新作グッズ各種を、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
年に一度の一大イベント、クリスマス。新型コロナウイルスの影響もあり、外出をせずに楽しめるホームパーティー形

式が多くのご家庭で検討されています。AWESOME STORE（オーサムストア）では、そんな『#おうちクリスマス』ス
タイルを手軽に実現できる、低価格ながらデザイン性に優れた新製品を多数展開中！「インテリア編」「パーティー編」
の2回に渡りご紹介いたします。
今回の「インテリア編」では、いつものお部屋をクリスマスモードに変えてくれるデコレーショングッズをご紹介。や

さしい質感のフェルト製アイテムから、温もりを感じる木製グッズ、ライトアップ機能が搭載されたデコアイテムに至る
まで、ホリデーシーズンを満喫できる、さまざまなインテリア関連アイテムを、驚きの価格帯で展開しております。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。

AWESOME STORE『#おうちクリスマス』特設ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature201029.html
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おてがる派、こだわり派、みんなが楽しめるインテリアグッズをご用意！
キュート＆低価格グッズで、『#おうちクリスマス』をエンジョイしよう！

大切な人たちとの”心の距離”が縮まる
『#おうちクリスマス』スタイルをご提案！
オーサムストアの新作インテリアグッズが登場
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株式会社レプレゼント 運営部 PR・販促課 高橋 猛志
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インテリア デコレーション

日常空間を「クリスマス」一色に！

いつものお部屋をクリスマスモードに変えてくれる
デコレーショングッズたち。

おてがる派も、こだわり派も、みんなが楽しめる
新作アイテムを多数ご用意いたしました。

※価格はすべて税抜き表記です。

■フェルト アイテム

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、手軽にお部屋をクリスマス気分に演出できる万能ア
イテムです！

＜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
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

フェルトガーランド Xmas Logo
価格：290円／サイズ：W110×H15cm

壁掛けフェルト Xmas Tree
価格：490円

サイズ：W22×D1×H30cm

フェルト Xmasツリー
価格：290円

フェルトリース
Christmas
価格：290円

サイズ：W20×D1×H20cm

フェルトガーランド Xmas Santa 
価格：290円／サイズ：W65×H11cm

フェルト Kuloe Xmas
価格：220円

サイズ：W12×D7×H12cm
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ウッドドール Reindeer
価格：390円

サイズ：W6×D8×H11cm

ウッドワードデコ Merry Christmas
価格：450円／サイズ：W36×D5×H14cm

※価格はすべて税抜き表記です。

■ウッド系 アイテム

単体でも、複数でも。クリスマス気分をやさしく上げてくれる、
温もりを感じる木製デコレーションアイテム。さまざまなデザ
インや大きさを取り揃えています。

＜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

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

ウッドLEDツリーデコ Star
価格：1,280円

サイズ：W18.5×D5×H32cm

インテリア デコレーション

ウッドデコ
Snowmen Friends

価格：490円

ウッドLEDツリーデコ
Xmas Story
価格：980円

サイズ：W22×D5×H30cm

ウッドLEDデコ Dome
価格：1,480円

サイズ：W24×D6×H25cm

ウッドLEDデコ Half Wreath
価格：1,480円

サイズ：W32×D5×H19cm

ウッドLEDデコ
Story各種

価格：各790円
サイズ：W9×D3×H22cm

ウッドLEDドール各種
価格：各290円

サイズ：W5×D3.5×H9cm

ウッドデコ Xmas Boots
価格：790円

サイズ：W21×D4×H16cm

ウッドデコ Xmas Star
価格：790円

サイズ：W20×D4×H17cm

ウッドドール Sitting各種
価格：各490円

サイズ：D3×H18cm

ウッド ツリーデコ S
価格：890円

サイズ：W17.5×D6×H21cm

ウッド ツリーデコ L
価格：1,580円

サイズ：W26×D7×H42.5cm

ウッドガーランド Tree Top
価格：690円

サイズ：W13×D5×H110cm
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※価格はすべて税抜き表記です。

＜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
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

Eclat Xmas ツリー L
価格：980円

サイズ：W28×D28×H52cm

アンティーク Bus L
Christmas

価格：2,980円

インテリア デコレーション

ライトニングガラスDome Tree
価格：790円

サイズ：W8×D6.4×H15.5cm

ライト ガラス Tree S
価格：390円

サイズ：W6.3×D6.3×H8cm

ライトニングガラス Tree
価格：790円

サイズ：W8×D8×H16cm

LED Flame
ランタン

価格：980円

ミラー Tunnel Light
Star

価格：1,280円

メロディ ライトツリー
価格：790円

サイズ：Φ7×H13cm

デコライト
Xmas Ornament
価格：1,280円

ライトニング ウォーターツリー L
価格：1,780円
サイズ：H31cm

インスタントスノー Xmas
価格：190円

見た目も感触も雪のような
インスタントスノーが作れる

キットです。

■その他 デコレーショングッズ

オーサムストアらしいビンテージ感あ
ふれる乗り物の置物やツリー、そして
見た目も感触も雪のようなインスタン
トスノーが作れるキットなど、デコ
レーションに「＋」になるアイテムを
ご紹介します。

アンティーク Car M
Christmas

価格：1,580円

アンティーク Scooter
Christmas

価格：1,280円

エンドレス サンタ
価格：1,980円

音楽に合わせてサンタさんが
煙突の中をぐるぐる回る置物です。

ウォーターイン
ライティングツリー

価格：980円
サイズ：W8.8×D8.8×H21.5cm

■ライトアップ アイテム

一瞬でクリスマスの雰囲気づくりができる、ライトアップアイテ
ム。ツリーやガーランドなど、ひとつ飾るだけでお部屋を幻想的
な空間にしてくれます。

トウィンクルツリー GD
価格：490円

サイズ：W12×D4.5×16.5cm

mailto:pr@represent-as.jp


※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、57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。
※2020年10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？

＜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
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

※表参道店舗外観
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