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株式会社レプレゼント（本社：東京渋谷区、代表取締役社長：堀口靖弘）は、低価格ながらデザイン
性が高いアウトドアグッズ類を、全国の「AWESOME STORE（オーサムストア）」、およびオンライ
ンショップにて展開しております。

■概要
女子キャンプや、都会で楽しむお気軽キャンプなどがブームとなっている現在。ただアウトドアを楽

しむだけでなく、サイト内に装飾を施したり、見た目にこだわる「おしゃれキャンプ」が人気を博して
います。AWESOME STORE（オーサムストア）では、そんなおしゃれキャンプをリーズナブルに実現
できる、低価格ながらデザイン性に優れたアイテムを、驚きの価格帯で展開中です。装飾アイテムやラ
イトアップグッズ、ガーランド、食器やカトラリーなど、関連グッズを多数取り揃えております。
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おしゃれキャンプをリーズナブルに実現！
思い立ったらまず「オーサムストア」をチェック！

おしゃれキャンパー必見！
手軽におしゃれ演出できる

「オーサムストア」のアウトドアグッズが登場

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 店舗開発部 PR/広報担当 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
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商品例

※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 店舗開発部 PR/広報担当 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

■まずは「住」！使い勝手がいいテーブル＆チェア

高さ調節ができる折り畳み式のダイニングテーブルを中心に、手軽に
持ち運べる折り畳みチェア、サイドテーブルとしても使えるフォール
ディングテーブル、空気を入れて膨らませるエアチェアなど、くつろ
ぎの場所を作るのに最適な「住」アイテムをご用意。

ライトガーランドバルブ
電球型の電池式LEDライトガーランド。

テントやタープなど、様々な箇所に飾りましょう。
価格：1,280円

ネオンライト
ネオン風のLEDマーキーライト。夜のサイ
トをおしゃれに演出してくれます。
価格：各1,480円

折りたたみダイニングテーブル
価格：6,980円

サイズ：W120×D60×H54.5～68.5cm

折りたたみチェア
価格：1,580円

サイズ：W80×D50×H80cm

フォールディングテーブル
価格：3,480円

サイズ：W55×D52×H40cm

エアチェア
価格：1,980円

サイズ：W80×D110×H58cm

LEDランタン
価格：890円

LEDキャンドル
（ゴールド／シルバー）

価格：各80円
LEDライト バルブ
価格：各290円

■サイトが映える、ライトアップグッズ

キャンプの夜は真っ暗！キュートなガーラン
ドライトやサブとして使えるLEDライトで、
サイトを彩りましょう！キャンプサイトの目
印にもなるのでオススメ！

コンパクトLEDランタン
価格：290円

LEDランタン
白・電球色の2色切り替えが可能

価格：790円

mailto:pr@represent-as.jp


商品例

※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。
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ドライングマット Tropical
洗い物を乾かして置けるマット。
ハワイアン以外にも柄あり。

価格：290円

■持っていると便利な、お役立ちグッズ！

キャンプには必需品の「虫よけ」や「洗い物」グッズなど、
お役立ちアイテムをご紹介。それぞれキャンプサイトに映
えるデザインやカラーリングとなっています。

蚊取り線香入れ
ハワイのビール缶をモチーフ
にした蚊取り線香入れ。

価格：390円

アウトドアキャンドル
シトロネラの香りが漂う、

虫よけキャンドル。
価格：190円

キッチンスポンジ 5P
水だけで汚れを落とせるスポンジ。

お得な5個セット。
価格：150円

シトロネラバンド
虫が苦手な香りがついた

シリコンバンド。
価格：各98円

クリーニングクロス 3P
吸水速乾素材のクロス。

様々なシーンで活躍します。
価格：290円

シトロネラブレスレット
ミサンガのようにつける、虫が苦手
な香りがついたブレスレット。

価格：各120円

ゴミバッグ
連結可能なトラッシュバッグ。
最後のゴミ捨ても楽々！
価格：290円（1枚）

■キャンプサイトを彩る、デコレーションアイテム

おしゃれキャンプは装飾で決まります！
ナチュラルテイストのドリームキャッチャーやウィンドウチャイム。
元気なカラーリングのフェルトガーランドなど、画像の他にも、さ
まざまな装飾アイテムをご用意しております。

ドリームキャッチャー M
価格：390円

上）フェルトガーランド Nations
価格：320円

下）フェルトガーランド Flag Party
価格：290円

単調になりがちなテントの装飾には、カ
ラフルなフェルトガーランドが手軽でオ
ススメ！

Wood ライトガーランド
木製のライトアップガーランド。
電池式なので外使用もOK。

価格：690円

上）ウィンドチャイム Shell
価格：390円

右）ウィンドチャイム Feather
価格：390円
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アカシアウッド仕切りプレート
価格：980円

商品例

アカシアウッドラウンドボウル（S／M）
価格：（S）490円、（M）1780円

※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。
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■さまざまなレジャーに使える、
アウトドア向けカトラリー＆食器

使い勝手がいい紙製食器類をはじめ、アウトドア用のプラスチッ
ク食器をご用意。キャンプだけでなく、ピクニックなどのレ
ジャーにも最適です。

■アウトドア プラスチック食器シリーズ

■木製食器で、おしゃれ度アップ！

食器を木製で揃えれば、統一感が出て一気におしゃれ度
がアップ！画像の他にも、様々な形をご用意。用途に合
わせてご使用いただけます。

アカシアウッドパイナップルボウル
価格：590円

アカシアウッドカッティングボード
価格：980円

ペーパーナプキン 20P
種類が豊富なペーパーナプキン。

価格：各98円

ペーパーカップ、プレート、ボウル
スイカ柄の紙製食器

価格：各98円

アウトドアスプーン
価格：各80円（1本）

アウトドアフォーク
価格：各80円（1本）

アウトドア マグ
価格：各98円（1個）

アウトドア プレート
価格：各98円（1枚）

アウトドア ボウル
価格：各98円（1枚）

ドリンクカップ 6Pset
アウトドアに最適なスタッキングカップ。

価格：190円
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商品例

コンテナボックス（ネイビー／カーキ）
折り畳み可能なボックス。
スタッキングもできます。
価格：490～1,180円
サイズ：S／M／L

※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 店舗開発部 PR/広報担当 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

ストレージバケット（ネイビー／グリーン）
薪入れやゴミ箱など、

さまざまな用途につかえる蓋付きバケツ。
価格：1,280円

サイズ：φ32cm×H38cm

コンテナキャリー
荷物を詰めて運べるコンテナキャリー。
使用しない時は折り畳んでおけます。

価格：2,480円
サイズ：W45.5×D38×H99cm（使用時）

ラップ／アルミホイル
お菓子かと思いきや、

実はラップとアルミホイルなんです！
価格：98円／138円

クックウェア Grill&Smoked Ball
グリルだけでなく

スモーク料理も作れます！
価格：2,980円

バーベキューグリル
組立式でコンパクトに持ち運べる、
シンプルなバーベキューグリル。

価格：3,980円

保冷剤 各種
何かと使える保冷剤。

アイス柄、フルーツ柄の計4種。
価格：98～150円

ドリンクメーカー 3L
蛇口と取っ手が付いたドリンクメーカー。
ウォータージャグとして使用できます。

価格：2,280円

ボックス型保冷バッグ
手軽に持ち運べる大容量の保冷バッグ。

価格：980円

■移動に便利なボックス＆キャリーも充実！

食材や道具を入れておくのに便利なコンテナボックス、
薪入れなどに使えるバケツ、重い荷物をラクラク運べる
キャリーなど、移動や収納に便利なグッズを紹介！

キャンプといえばBBQ。バーベキューグリルなどもオーサムなプライスでご
用意。また保冷バッグやジュートボックス、さらにお菓子のようなパッケー
ジのラップ＆アルミホイルなど、使えるアイテムをご紹介。

■BBQに欠かせないアイテムや、収納グッズを紹介！

上右）価格：350円
サイズ：W22×D18×H14.5cm

上左）価格：550円
サイズ：W38×D25×H25cm

左）価格：650円
サイズ：W30×D28×H40cm

ジュート製ボックス各種
食器や調理器具など、

散らばりがちなグッズをまとめて
入れて置けるので便利です。
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※画像素材をご希望の際は、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雑貨を、驚きの低価格帯で提供する雑貨
ブランドです。シンプル＆ナチュラルをベースに、遊び心を加えたオリジナル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、45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6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
店舗開発部 PR/広報担当

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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