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株式会社レプレゼント

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、外でもお家でもアウトドア気分を楽し
める、低価格ながら機能＆デザイン性に優れたアウトドアアイテムを、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
思いっきりアウトドアレジャーが楽しめない今年の夏。オーサムストアでは「IN／OUT DOOR（イン／アウトド

ア）」と題し、外ではもちろん、ご自宅でもアウトドア気分を満喫できる、提案企画を展開中です！元気なカラーリング
のポップアップテント、本格的なキャンプでご使用いただけるテーブルやチェア、キャンプサイトを彩るデコレーション
アイテム、バーベキューに役立つグリルや食器類、さらにアウトドアレジャーにあると便利なグッズなど、様々なレ
ジャーシーンにご使用いただけるアイテムを幅広くご用意しております。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。

『外でもお家でもアウトドアをEnjoy！IN／OUT DOOR』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/store/r/r-t210603/

本格的なキャンプから、自宅でアウトドア気分を味わえるアイテムまで！
心が躍るデザインのアウトドアグッズを展開中！

こんな世の中でもアウトドアを楽しみたい！
オーサムストアが提案する「IN／OUT DOOR」グッズで、
外でもお家でも、アウトドア・スタイルを楽しもう！

＜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、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
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本格的アウトドアツール！

＜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、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

※価格はすべて税込表記です。

レジャーシートで
ピクニック気分！

■お家でもアウトドア気分を満喫しよう！

外出はまだちょっと…、という方にも、自宅でアウトドア気分を満喫できるグッズをご紹介！簡単に設置できるポップアップテントをはじめ、
テーブルやスツールといったグッズを自宅に広げて、自宅ピクニックを楽しむのはいかがでしょうか？もちろん、外でもご活用いただけます！

「ポップアップテント Starry NV L」
価格：5,478円

組立時：W195cm×D150cm×H130cm
収納時：Φ57cm

「ポップアップ テント L
Mount OR」
価格：5,478円

「ポップアップ テント
Mount OR」
価格：3,828円

「ポップアップテント Starry NV」
価格：3,828円

組立時：W150cm×D160cm×H105cm
収納時：Φ47cm

涼し気なネイビーに
星座柄が一面に
広がるデザイン。

中に入って見上げると
気分も上がります。

「フォールディング テーブル」
価格：3,828円

サイズ：W55×D52×H40cm

「折り畳みスツール Native（オレンジ、ブルー）」
価格：各858円

サイズ：W30×D18×H28cm

「フォールディング ステップスツール L
（カーキ、オレンジ）」

価格：各1,408円
サイズ：W39×D32×H39.5cm

レジャーシートで
超簡単！お家

ピクニック気分！

「レジャーシート Awesome」
価格：1,408円

サイズ：W240×H180cm
一面に「AWESOME」の文字が敷き詰められている

デザインの大型レジャーシート。
お部屋に引くだけで一気にピクニック気分に！
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＋α的キャンプグッズ

＜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、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

※価格はすべて税込表記です。

■キャンプサイトで役立つ＋αなアイテム！

キャンプに必需品の「LEDライト」から「コンテナキャリー」など、あると便
利な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。

おしゃれキャンプは装飾で決まる！
オーサムストアでは、SNS映えするキャンプサイト作りにもってこいな
アイテムが勢揃い！単調になりがちなテントの装飾には、ガーランドが手軽

でオススメです！新作のフェルトガーランドやイルミネーションライトな
ど、画像の他にも、様々な装飾アイテムをご用意しております。

「コンテナキャリー（YEKA、NVOR 21）」
価格：各2,728円

サイズ：W45.5×D38×H99cm（使用時）
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。

「ボトル＆タオルホルダー（ネイビー、イエロー）」
価格：各165円

ペットボトルとタオルが一つにまとめられる便利なホルダー。
リュックやベルトループなど、色々な場所に取り付けられます。

「イルミネーションプラグ 200」
価格：2,838円

サイズ：コード長さ25m
点灯パターン：8種

飾り付けに最適な、LED電球の
イルミネーションライトです。
点灯パターンが8種類から選べる
ので、お好みの演出が可能です。

「デニムクッションカバー Tag」
価格：1,078円

サイズ：W45×H45cm
開け口がボタン仕様になっていて、
そこから中のクッションを出し入れ
出来ます。製品洗い加工をしてある
ので、デニムならではのUSED感が

アウトドアにぴったり！

「デニムプフ Tag」
価格：3,278円

サイズ：Φ45×H22cm
製品洗い加工をしてあるので、デ
ニムならではのUSED感がポイント。
クッションやイスとしても使用し
ていただけるアイテムです。

「刺繍クッションカバー Beach」
価格：1,078円

サイズ：W45×H45cm
ハワイのサーフビーチがモチーフ
の刺繍が入ったクッションカバー。

夏らしくカジュアルな
デザインです。

「刺繍クッションカバー Native」
価格：1,078円

サイズ：W45×H45cm
ネイティブモチーフの刺繍がイン
パクトあるクッションカバー。
キャンプサイトにも映えること

間違いなし！

「フェルトガーランド Camp 21」
価格：319円

サイズ：W70×D1×H9cm
サイトに飾るだけで雰囲気アップ！

「LEDランタン」
価格：869円

白・電球色の2色切り替えが可能。

「LEDライト バルブ（レッド）」
価格：319円

明るさは三段階に切り替え可能。

「トラッシュバッグ（Keith GR、Home YE）」
価格：各319円（1枚）

サイズ：W25×D25×H38cm
連結可能なトラッシュバッグ。

持ち手付きで、最後のゴミ捨ても楽々！
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“映えるバーベキュー”グッズ

＜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、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

※価格はすべて税込表記です。

■SNS映え間違いなしのバーベキューグッズ！

キャンプといえばバーベキュー！本格的なバーベキューグリルなどもまさかのオーサム
プライスに！また、保冷バッグやおしゃれな木製食器、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。

「クックウェア
Grill & Smoked Ball」

価格：3,278円
グリルだけでなく

スモーク料理も作れます！

「ドリンクカップ 6Pset」
価格：各209円

「アウトドアスプーン」
※5本セット
価格：各88円

「アウトドアフォーク」
※5本セット
価格：各88円

「アウトドア マグ」
価格：各108円

「アウトドア ボウル」
価格：各108円

「アウトドア プレート」
価格：各209円

「アウトドア マルチプレート」
価格：各209円 「ボックス型保冷バッグ Native 15L」

価格：1,078円
サイズ：W35×D24×H25cm

容量：約15L
静止耐荷重：8kg

たっぷり入れられる
ボックス型の保冷バッグです。

「クーラーボックス Freshen 30L」
価格：4,378円

サイズ：W45.5×D29×H44cm、約3.3kg
容量：約30L

フタをロックすることが出来るハンドル付き。
フタは取り外し可能で、お手入れも簡単。

木製食器で、おしゃれ度アップ！

右）「アカシアウッド
ラウンドプレート」
価格：（S）429円

（M）759円

「スキレット M」
価格：649円

サイズ：W31×D21×H4cm
直火・オーブン可
電子レンジ不可

「鋳鉄ココット S」
価格：869円

サイズ：W12.7×D10×Ｈ8cm
直火・オーブン可（本体のみ）

電子レンジ・IH不可
※フタはオーブン不可

左）「ビールグラス Windmill」
中）「ワイングラス Grape」
右）「ビールグラス Blaise」

価格：（左）539円、（中）429円、（右）495円

「アカシアウッド 3連プレート」
価格：869円

左）「アカシアウッド レクタングルプレート」
右）「アカシアウッド 仕切りプレート」

価格：各1,078円

「アカシアウッド ラウンドボウル」
価格：（S）539円（M）1,958円

「アカシアウッド
カッティングボード」

価格：1,078円

※7月発売予定！

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。

左）「アカシアウッド レンゲスプーン」
右）「スープスプーン」

価格：各209円

それぞれイエロー、グリーンの2色展開。

※7月発売予定！
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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
・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、熊沢 ひろの

TEL 03-5774-2340 ／ MOBILE 080-3028-3177（高橋）、080-3028-3244（熊沢）
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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