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夏の情緒あふれる、和食器や涼感ダイニングが勢ぞろい！
オーサムストアのアイテムで
「日本の夏」を感じませんか？

＜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

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

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、日本の夏を感じることができる、涼感ダイニングウェアやデコレー
ションアイテムを、全国の「AWESOME STORE（オーサムストア）」店舗、およびオンラインストアにて展開しており
ます。

■概要
古き良き「日本の夏」を想起させるアイテムが充実！実はAWESOME STORE（オーサムストア）では、低価格ながら

デザイン性に優れた、夏を感じる和食器やデコレーションアイテムを幅広く展開しております。お祭りや肝試しをイメー
ジしたフェルトをはじめ、夏の風物詩をイメージしたデコレーションアイテム、他にはないデザインの蚊取り線香入れ、
情緒あふれる和食器、冷酒用のお猪口やとっくり、カラフルなそうめんなど、多数取り揃えております。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。

『オーサムストア的「日本の夏」を感じよう！』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210708/

夏の風物詩そうめんや涼食器、そしてデコレーションアイテムまで！
「日本の夏」を盛り上げる、おすすめアイテムをご提案！
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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

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

※価格はすべて税込み表記です。

デコレーションアイテム

■「日本の夏」を演出してくれるデコアイテム

夏を彩るデコレーションアイテムが盛りだくさん！お部屋を一瞬で夏模様に
チェンジするフェルトシリーズや、蚊取り線香入れなどをご用意しています。

「フェルトガーランド Natsu Yasumi 21」
価格：319円

夏休みをテーマにしたフェルト製のガーランド。
どこか懐かしさを感じるモチーフで夏らしさを演出！

「フェルトガーランド Natsu Matsuri 20」
価格：319円

夏のお祭りをテーマにしたガーランド。
狐のお面などキャッチーなモチーフで
お部屋がお祭り模様に一瞬で早変わり！

「フェルトガーランド Kimodameshi」
価格：319円

肝試しをテーマにしたガーランド。
おうちの中がかわいいお化け屋敷に！？

「フェルト（Butakatori、Fan、Omikoshi）」
価格：各209円

夏の風物詩、蚊取り線香・扇風機・お神輿（祭りうちわ）の
置き型フェルト飾り。

「虫よけカバー LBL」
価格：539円

サイズ：W14×D3×H22cm
ラジオプレーヤーのようなデザインの虫よけカバー。

市販の防虫プレートに上から被せるだけでおしゃれに目隠しできます。

「噴水オブジェ Waterfall in FOREST」
価格：7,678円

組み立て時サイズ：w27.5×D26×H39.5cm
トレイ容量：約900ml

やさしい水の音が心地よく、心が和む噴水オブジェ。
水の流れを楽しむインテリアアイテムとしてお楽しみください。

「蚊取り線香入れ（Sardines、Lager）」
価格：各429円

サイズ：Φ15×H6cm
インテリアになる蚊取り線香入れです。
オイルサーディン缶やハワイのビール缶を
イメージしたレトロで可愛いデザイン。
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※価格はすべて税込み表記です。
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夏の食卓「そうめん」

涼感ドリンクウェア

■オリジナルフード「原宿ソーメン」

オリジナル食品シリーズより素麺がラインナップ！3種の風味をご用意しております。
それぞれ豊かに香る爽やかな風味と､手延べ素麺ならではの歯ごたえ､旨み､喉ゴシを
お楽しみいただける本格派です！価格：各214円／容量：各100g（2束）

「原宿ソーメンしそ」
価格：214円

「原宿ソーメン 柚子」
価格：214円

「原宿ソーメンうめ」
価格：214円

■どこか懐かしいデザインのドリンクウェア＆酒器

涼しいカラーリングのドリンクウェアや酒器類も豊富にラインナップ。どこか懐かし
いデザインの食器類は、食卓を華やかにしてくれます。麦茶やジュースにおすすめな
ピッチャーも2種類のカラーリングでご用意！

「ガラス 徳利 Colorful Dot」
価格：759円

容量：約200ml、満水時250ml
涼しげなガラスの徳利。

色合いが可愛らしいカラフルな
ドットが華やかなデザインです。

「ガラス お猪口 Colorful Dot」
価格：209円

サイズ：Φ6×H3.5cm
容量：約30ml、満水時40ml
涼しげなガラスのお猪口。

徳利とセットでご利用ください。

「Wave ピッチャー（LIGHT BLUE、ORANGE）」
価格：各385円

サイズ：W8×D8×H25cm
軽く持ちやすいサイズ感のピッチャー。

淡いブルーやオレンジのフタがアクセントになっている
可愛らしいデザインです。

「グラス タンブラー
Line BLYL」
価格：759円

容量：約260ml
材質：耐熱ガラス

二色のラインが可愛らしい
グラスタンブラー。

「グラスタンブラー
Ohajiki」
価格：759円

容量：約260ml
材質：耐熱ガラス
カラフルなドットが

可愛らしいグラスタンブ
ラー。

「グラス タンブラー
Line RDBL」
価格：759円

容量：約260ml
材質：耐熱ガラス
食卓に華やかさを
プラスします。
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※価格はすべて税込み表記です。

涼感テーブルウェア

■オーサムストアにも涼食器＆和食器あり！

夏の暑さをやわらげてくれる、見た目も涼し気なガラス製食器をはじめ、
「日本の夏」を彷彿させる和食器など、多数ご用意しております。
AWESOME STOREならではの低価格帯も魅力です！

「ガラス浅漬鉢 M」
価格：649円

サイズ：Φ10×H7.5cm
容量：約230ml

「ガラス浅漬鉢 L」
価格：869円

サイズ：Φ13×H9.5cm
容量：約640ml

「Marble ガラス シリーズ」 上）Plate L 価格：539円
中）Bowl L 価格：649円
下）Bowl S 価格：319円

■天然木のリーズナブルなお箸シリーズ

和食器も豊富にご用意しているなか、お箸はありそうでなかった
カラーリングの天然木の商品をラインナップしております。

「小皿 Flower（BROWN、LIGHT BLUE）」
価格：209円

サイズ：W8.8×D6×H1.5cm

「プレイスマット Bamboo
Mixed BLBK」
価格：319円

サイズ：W45×H30cm

「蕎麦皿 Desert」
価格：902円

サイズ：Φ22×H3.5cm
「蕎麦猪口 Set Desert」

価格：429円
サイズ：Φ8.5×H6cm

容量：120ml
※セット売り商品

「箸 5P Wood」
価格：539円

「箸 Ito Line
（BLACK、WHITE）」

価格：各209円

「箸 Lame Line
（NAVY、RED）」
価格：各209円

「箸 5P Border」
価格：319円
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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、61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7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
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