
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、毎日のウイルス対策を楽しむためのアイテムや、花粉シーズンを少
しでも快適に過ごすための花粉症対策グッズを、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインストアにて展開
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
日常となったウイルス対策に加え、花粉シーズンも到来し辛い思いをしている方に朗報！今回のリリースでは、そんな

息苦しい毎日を少しでも明るく過ごしてしてほしいという思いをこめて、カラフルで気分をあげてくれるようなデザイン
のウイルス&花粉症対策グッズを、多数ご紹介いたします。
ハンドジェルや、詰め替え用のボトル、マスク生活が楽しくなるポップなデザインのマスクケースなど、外出時にも役

立つアイテムが盛りだくさん！さらに、アロマディフューザーやエッセンシャルオイルなど、ご自宅での加湿や免疫力
アップに効果がある商品もご用意しております。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。

『ウイルス&花粉症対策グッズ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/pages/topic210219.aspx
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つらい季節のあなたをサポート！
「オーサムストア」のウイルス&花粉症対策グッズで

毎日を明るく過ごそう！

＜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、伊藤 杏奈

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

外でも、自宅でも、気分をあげて対策しよう！
カラフルなデザインのウイルス&花粉症対策グッズをご紹介！

https://www.awesomestore.jp/store/pages/topic210219.aspx
mailto:pr@represent-as.jp


Tag

■ハンドジェル&詰め替えボトル

香り付きのハンドジェルや、持ち運びに役立つ様々な大きさの詰め替えボトル、自動的にアルコールが噴出されるディスペンサーまで！
ウイルス対策に大活躍してくれるグッズを、幅広くご用意しております。

S （Day）

霧吹きスプレーＳ、Ｌ
価格： Ｓ 120円、Ｌ 各190円

サイズ：S 約φ7×H14cm、Ｌ 各12×D85×H31cm
容量：Ｓ 約200ml、Ｌ 各約900ml

アルコール液を詰め替えて使用できます。
お店や玄関などに置いて使いやすい、大きめサイズ。

折り畳みボトル
価格：各80円

サイズ：W7.8×D2.3×H10.8cm
容量：約30ml

ハンドソープや除菌ジェルなどを、
詰め替えて携帯するのに便利なサイズ。

ボトル各種
価格：各98円

サイズ：W4.5×D4×H13cm／容量約75ml
アルコールなどを小分けにして持ち運べる、

ボトルシリーズ。
ミスト化できるスプレータイプもあります。

ウイルス対策グッズ

※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、伊藤 杏奈

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

エッセンシャルオイル各種
価格：各590円
容量：3ml

アロマディフューザーで
使用できるアロマオイルで

す。

ウッディ スウィートバニラ フラワーローズ

リフレッシュライム リラックスラベンダー

■ディフューザー&エッセンシャルオイル

5種類の香りから選べるエッセンシャルオイルには、免疫力アップが期待できる成分が配合されている種類もあります。
オイルと一緒に使えるアロマディフューザーでお部屋をしっかり加湿しながら、お好みの香りでウイルス対策をしましょう！

ハンドジェル
価格：各150円／容量：約28ml

持ち運びに便利な
ホルダー付き除菌ジェル。

公園遊びや近所のお散歩時に便利。
※菌の繁殖を抑えるもので、
消毒効果はありません。

ハンドジェル 500ml

価格：490円／容量：約500mⅼ
お子様にもご使用いただける、

肌に優しいタイプのハンドジェル。

リリー BLローズ RD リリーローズ

Stamp ワンタッチボトルポンプボトルスプレーボトル L （ Bens BL） L（Garden）

アロマディフューザー Wood
価格：2,680円

光と香りによってヒーリング効果
が期待できるアロマ拡散器。
付属のUSBケーブルでパソコン
等に接続し、卓上使用可能です。

オートアルコールディスペンサー BR
価格：1,980円

サイズ：W7×D10×H20／約280ml
電池 : 単3乾電池×4本(別売り)
アルコール濃度 : 75%まで
市販のアルコール液を入れて

ボタンを押すと
自動噴射するアルコールディスペンサー。

ティートゥリー精油配合
(抗菌、抗ウイルス)

ラベンダー精油配合
(抗菌、安眠、沈静)
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ウイルスにも！花粉にも！

※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、伊藤 杏奈

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

アルコール ウェットティッシュ
RDBL

価格：80円／10枚入り
サイズ：W20×H16cm

身の周りの除菌や
手指の汚れ落としなどに使える、

アルコールタイプの
ウェットティッシュ。

保湿ティッシュ 3Pセット
価格：98円

サイズW13.5×D3×H8.5cm 
鼻にやさしい素材の、

保湿タイプのティッシュ。

ノンアルコール ウェットティッシュ
GRIV

価格：80円／10枚入り
サイズ：W20×H16cm

除菌効果のある、
手肌に優しい

ノンアルコールタイプの
ウェットティッシュ。

マスクケース Gummies
価格：98円

サイズ：W12×H20cm
ポケット数：3

見開きタイプのマスクケース。
マスクを一時的に収納できる

外ポケット付き。

マスクケース Hotel
価格：98円

サイズ：W12×H20cm
ポケット数：3

架空のホテルをイメージした
デザイン。

■花粉対策グッズ

花粉が目に入るのを防ぐガード付きのプロテクトメガネや、衣類についたほこりや花粉を落とすためのクリーナーをご用意しております。

花粉プロテクトメガネ ブラウン
価格：980円

レギュラーサイズ（男女兼用）
花粉メガネが初めての方にも使いやすい

デザインになっています。

ロールクリーナー Port Town
価格：190円

サイズ：Φ4.5×H21cm（テープサイズ内径3.8×幅10cm）
ミニタイプのロールクリーナーなので

衣類を着たまま、玄関先などでも花粉を落とせます。

ロールクリーナー詰め替え用 2P Port Town
価格：150円

サイズ：W9.6×H10cm
（テープサイズ内径3.8×幅10cm）

ミニタイプのロールクリーナー専用の替え芯。

ボトルウェットティッシュ S Can RD、GR
価格：各190円

サイズ：W9×D18cm
車のドリンク置きに置いたり、
持ち運びに便利なボトルタイプの

ウェットティッシュです。

マスクケース New Normal
価格：98円

サイズ：W12×H20cm
ポケット数：3

レコードジャケットをモチーフに
new normalをテーマにしたデザイン。

■保湿・ウェットティッシュ&ポップなデザインのマスクケース

肌に優しい保湿タイプのティッシュや、2タイプのウェットティッシュ、マスク生活が楽しくなるポップなマスクケースまで！
カラフルなデザインのアイテムで、気分を上げて対策しましょう！

GRRD
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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、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。
※2021年2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
運営部 PR・販促課
高橋 猛志、伊藤 杏奈

TEL 03-5774-2340 ／ MOBILE 080-3028-3177（高橋）
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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