
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、低価格ながらデザイン性が高い、夏の新
作ファッションアイテムを、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。

■概要
長かった梅雨が明け、いよいよ本格的な夏が到来！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、カラフルなカラーリングで気分を盛り上げてくれる夏のファッションアイテム新作を
厳選してご紹介いたします。
ポップで元気なデザインのバッグやポーチ、使いやすいサイズ感でご好評をいただいているミニタオル各

種、メンズ／レディースサイズが揃うカラフルなデザインのソックス、ワンマイルウェアとして使えるルー
ムウェアとなど、新作を多数ラインナップ。すべてAWESOME STOREならではの、遊び心溢れるオリジナ
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。

『夏の新作ファッションアイテム』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200730.html
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バッグやポーチはもちろん、ミニタオルから靴下まで！
「オーサムストア」ならではなデザインの新作ファッションアイテム！

いよいよ本格的な夏が到来！
ポップなデザインが気分を上げてくれる
夏の新作ファッションアイテムが登場！

＜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

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200730.html
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※価格はすべて税抜き表記です。

■気分が上がる「ファッション小物」各種

夏のさまざまなシーンで活躍してくれるバッグやポーチといった
ファッション小物を集めてみました。インパクト大のデザインな
がら使えるアイテムが多数揃っています。

夏のファッションアイテム

スマホ用防滴ポーチ（Hibiscus、Note）
価格：各290円

スマホを水から守ってくれる防滴のポーチ。
入れたまま操作が可能です。

＜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

Pool トートバッグ
価格：590円／サイズ： W35×H27×D12cm

プールや海へ行くときに
便利なトートバッグ。

缶ポーチ Salmon
価格：690円

海外のサーモン缶をイメージした
カッコいいデザインです。

スクエアポーチ Lobster
価格：490円

ロブスター屋の看板をモチーフにした
薄型のポーチです。

缶ポーチ Citron
価格：690円

アンティークのレモンシロップ缶を
イメージしたデザインです。

フラットポーチ 2P SVBK
価格：790円

花柄×メタリックの大きさが異なる
2個セットのポーチ。カラビナ付き。

キャンバス ポーチ Bon Voyage
価格：590円

存在感のある華やかなデザインの、
使いやすい綿素材のポーチ。

PVC クラフトポーチ Lovable
価格：490円

クラフト感あるフェイクレザー×クリ
ア素材がこなれた印象のポーチです。

スイカ ポーチ
価格：590円

夏らしいスイカ型のポーチ。インパ
クトのあるデザインです。

ボトルポーチ Fruit Beer
価格：690円

フルーツBEERをモチーフにした、
ユニークな形状のポーチ。

右）クリア スパバッグ Mojito 価格：690円／サイズ：W25×H21×D9cm
左）クリア スクエアポーチ Mojito 価格：490円／サイズ：W20×H12×D7cm

下）歯ブラシポーチ Mojito 価格：290円／サイズ：W22×H8cm

フレークポーチ Snowdome
価格：490円

Hawaiiのスノード―ムをイメージしたポーチ。
星のスパンコールがキラキラと動きます。
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※価格はすべて税抜き表記です。

ミニミニタオル 新作5種
価格：各150円

サイズ：W10×H20cm
大人でも子供でも使いやすいコンパクトなサイズ感です。

＜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

■オリジナルデザインの「ミニタオル」各種

オーサムストアらしい大胆なデザインをあしらったミニタオル各種に新作柄が登場！ ポケットに入れやすいサイズの「ミニミ
ニタオル」、標準的なハンドタオルサイズの「ミニタオル」、タオル自体にポケットが付いた「ポケット付タオル」の3種類か
らお選びいただけます！

ポケット付タオル
新作3種

価格：290円
サイズ：W12×H24cm

ポケットが備わっているタオル。
夏は保冷剤、冬はホッカイロ、

小物を入れて持ち歩くことが可能な
便利アイテムです。

■元気なカラーの「夏ソックス」各種

元気なカラーリングの夏向け新作ソックスが多数
登場！ デザインはもちろん、オーサムストアな
らではの低価格帯も魅力です！

（画像左上から時計回りに）
ソックス Leopard（レディース）
価格：390円／サイズ：23～25cm

ソックス Giraffe（メンズ）
価格：390円／サイズ：25～27cm

ショートソックス Triathlon（メンズ）
価格：290円／サイズ：25～27cm

ショートソックス Artistic Swimming（レディース）
価格：290円／サイズ：23～25cm

ショートソックス Yacht
価格：290円／サイズ：25～27cm

ショートソックス Pink Grapefruit（レディース）
価格：290円／サイズ：23～25cm

夏のファッションアイテム

ミニタオル 新作5種
価格：各190円

サイズ：W22×H22cm
ポップなデザイン＆色合いが目を引くミニタオルです。
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ルームパンツ Ladies Dot
価格：980円

サイズ：ウェスト64～70cm
アフリカンテイストな幾何学模様のレディースパンツ。

フリーハンドのような描き方がポイントです。

ルームパンツ Mens Graphical
価格：980円

サイズ：ウェスト76～84cm
エキゾチックなアフリカン柄のメンズルームパンツ。部
屋着らしからぬ派手でおしゃれなデザインがポイント。

ルームパンツ Ladies Flower
価格：980円

サイズ：ウェスト64～70cm
花をモチーフにしたアフリカン柄のレディースパンツ。

アフリカンテイストなカラーリングです。

ルームパンツ Mens Stripe
価格：980円

サイズ：ウェスト76～84cm
アフリカンテイストを取り入れたストライプ柄のメンズ
ルームパンツ。ひざ下丈でリラックスできるサイズ感です。

※価格はすべて税抜き表記です。

ルームウェア Ladies Skater
価格：1,980円

サイズ：フリーサイズ
身長：154～162cm
バスト：79～87cm

着心地の良いコットン素材の
スウェット＆Tシャツのルームウェア。

ローラースケートを背面から描いたアメリカン
テイストなデザイン。部屋着だけではなく、普
段使いとしても使える可愛いTシャツです。 ※モデル身長173cm

ルームウェア Mens TourT-shirt
価格：1,980円

サイズ：フリーサイズ
身長：165～175cm
チェスト：88～96cm 

着心地の良いコットン素材のスウェット＆
Tシャツのメンズサイズルームウェア。

Tシャツは70年代のライブTシャツをテー
マにしたヴィンテージ感ある

デザインです。 ※モデル身長185cm

■ワンマイルウェアとして使える「ルームウェア」各種

オーサムストアの新作ルームウェアは、「ちょっとそこまでの外出」を想定したワンマイルウェアとしてデザインしているので、そのままお買
い物に行ってもOK！デザインはもちろん着心地にもこだわっています。サイズはレディース、メンズの2種をご用意。すべてオーサムストアの
オリジナルデザインとなっております。

夏のファッションアイテム

＜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
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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。
※2020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？

＜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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