
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）」にて、『AWESOME LIFE –WINTER-』と題し、冬
の生活に最適な新商品を多数展開しております。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
日中も気温がグッと下がり、いよいよ本格的な冬の到来を感じる今日この頃。心も体も温かくしてくれる

グッズで寒いお部屋をアップデートして、充実したおうち時間を過ごすのはいかがでしょうか？ 今回は
AWESOME STOREのバラエティに富んだアイテムより、冬の生活シーンに最適な新作ライフスタイルグッ
ズをご紹介いたします。
お部屋を手軽に温かな空間にしてくれるクッションカバーやブランケットといったインテリアグッズ、元気な

カラーリングのスープマグといったキッチングッズ、さらに使いやすいデザインの手袋やストールといった
ファッション小物まで、幅広くご用意。心が躍るデザイン商品から、定番グッズまで数多くのアイテムを取り
揃えております。ぜひお近くの店舗、またはオンラインショップをご利用ください。

『AWESOME LIFE –WINTER-』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature201203.html
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冬のおうち時間を快適にしてくれる「あったか実感グッズ」が多数登場！

お部屋を ”冬モード” にアップデート
手軽に温かみをプラスできる ライフスタイルグッズが登場！

『AWESOME LIFE -WITER-』
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あったかインテリアグッズで充実したおうち時間を

寒い冬のおうち時間を温かく演出してくれる、新作のインテリアア
イテムが登場！素材で選べるクッションカバーやバブーシュ、オリジ
ナルのデザインが目を引くブランケットなど、心地よさを感じさせる
グッズをラインアップしております。

インテリア
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ボアブランケット S（Zoo、Cookie）
価格：各980円／サイズ：W100×H70cm

オーサム初登場の裏ボアタイプのブランケットです。

ブランケット S（Nordic、Dance）
価格：各690円／サイズ：W100×H70cm

ボタンのかけ方で3wayで使用できるブランケットです。

ブランケット L
（Maka、Coffee Logo、 Check）

価格：各1,890円
サイズ：W245×H140cm

大判な作りなので幅広いシーンで
お使い頂けるブランケットです。

※価格はすべて税抜き表記です。

フタつきゴミ箱
価格：790円

サイズ：W17.5×D27×H31.5cm

ボア クッションカバー IVBR
価格：890円

サイズ：W45×H45cm

ヘリンボーン クッションカバー
価格：890円

サイズ：W45×H45cm

ケーブルニットクッションカバー IV
価格：890円

サイズ：W45×H45cm

ケーブルニットクッションカバー GY
価格：890円

サイズ：W45×H45cm

ルームブーツ Native
価格：890円

サイズ：約22.5〜25cm

【下】コーデユロイ バブーシュ（M、L）
価格：各590円

サイズ：M（約22.5〜24.5cm）
L（約25〜27.5cm ）

【上】ツイード バブーシュ（M、L）
価格：各590円

サイズ：M（約22.5〜24.5cm）
L（約25〜27.5cm ）
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キッチン・ダイニング

冬の食卓を彩る新作グッズ＆フード

冬の食卓を素敵に彩ってくれるキッチン＆ダイニングアイテム。温かな
スープや飲み物を入れるのに最適なスプーン付きマグ、ポップなデザイン
のキッチンスポンジがラインアップしました。さらに味はもちろん、パッ
ケージデザインにもこだわったスープやお茶の新作が登場。「AWESOME 
STORE」ならではの低価格帯も魅力です。

※価格はすべて税抜き表記です。

スプーン付スープマグ
（Cheese、Kingsley、Snappy）

価格：各590円／サイズ：W15×D11.5×H7.7cm／容量：約400ml

ボルドー育ち アメリーさんの「海老と香味野菜のビスク」
海老の濃厚な旨みと香味野菜が引き立つ、

まろやかで味わい深い贅沢ビスク。
「世界のお母さん」こだわりスープ

価格：各228円

世界中のお母さんがその土地土地の
食材をじっくり煮込んで作ったという
設定の、愛情のこもった味をコンセプト

に開発した1人前（150g）の
レトルトパウチスープです。

各国のお母さんがデザインされた
キャッチーなパッケージにも注目です！

具材たっぷり！
「世界のお母さん」

シリーズ

四川育ち スーさんの「豚肉と春雨の酸辣湯」
チキンスープに中国酢と香辛料を効かせた、

酸味豊かでピリッと辛い酸辣湯。

ボストン育ち クララさんの「アサリとジャガイモのクラムチャウダー」
あさり、じゃがいも、人参など、具材もたっぷりで食べ応え

のあるクリームベースのボストンクラムチャウダー。

北海道育ち ユキコさんの「カボチャとサツマイモのポタージュ」
かぼちゃとさつまいもの甘みを生かしバターと
生クリームでまろやかに仕上げたポタージュ。

アップル＆ピーチティー 8P
価格：190円

スリランカ産の茶葉にアップルと
ピーチのフルーティーな甘い香り

を加えました。

ミックスベリーティー 8P
価格：190円

スリランカ産の茶葉にミック
スベリーのフルーティーな甘

い香りを加えました。

ロングスポンジ Ruler
価格：120円

サイズ：W6×D3×H35cm
ユニークな定規型のスポンジ。
お好きな長さにカットして
ご使用いただけます。

摘みたての茶葉を産地で真空包装
し、新鮮な香りを保ったまま日本

へ輸入しています。

三角ティーバッグは空間がゆった
りしているので茶葉が還流し、美
味しさと香りがしっかりと抽出さ
れ本格的な味わいを手軽にお楽し

みいただけます。

新作
紅茶シリーズ
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※価格はすべて税抜き表記です。

ショートルームガウン Native
着用モデル身長：160cm

ルームウェア各種

■ショートルームガウン
厚手で肌触りが良いのでお部屋でのくつろぎタイムにぴったり

なショートガウンです。女性に対してゆったりサイズなので、中
にトレーナーなどを着ていても十分羽織れるサイズ感です。

便座シート
価格：150円

【左上】
ルームソックス Border

価格：各290円

【右上】
レッグウォーマー Border

価格：各290円

【左下】
ハラマキ パンツ Border

価格：各390円

【右下】
ハラマキ Border
価格：各350円

ショートルームガウン Nordic
着用モデル身長：168cm

新作ショートルームガウン
価格：各2,580円／サイズ：フリーサイズ

ロングルームガウン Native
着用モデル身長：168cm

ロングルームガウン Nordic
着用モデル身長：160cm

新作ロングルームガウン
価格：各2,980円／サイズ：フリーサイズ

■ロングルームガウン
寒いお部屋でも温かく包み込んでくれる、ロングタイプのルー

ムガウン。襟の形状を改善し、より首回りが暖かく着用できる仕
様となっています。

■もこもこ素材シリーズ
おしゃれに冷え対策ができる、もこもこ素材の腹巻やソックスが

登場しました。温かみのある配色のボーダーがポイント。それぞれ
ボーダーのカラーは、オレンジとグリーンをご用意しています。

■ルームウェア
着心地の良いフリース素材のルームウエア。冬のリ

ラックスタイムにぴったりなアイテムです。ノルディッ
ク柄はキッズサイズもあります。

ルームウェア Number
価格：1,980円

【左】キッズルームウェア Nordic
価格：1,580円

冬の暮らしを快適にしてくれる、あったかルームウェアが登場しました。
サイズや素材にこだわったショート＆ロングガウン。着心地のいいフリース素材のルームウェア。

もこもこ素材の腹巻など、豊富な品揃えとなっています。

【右】ルームウェア Nordic
価格：1,980円

mailto:pr@represent-as.jp


＜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

※価格はすべて税抜き表記です。

ファッションアイテム

ニットキャップ
Staycation MA
価格：690円

頭囲：56〜58㎝

ニットキャップ
Rame Rib BG
価格：890円

頭囲：56〜58㎝

ニット手袋 各種
価格：M 290円、L 390円

親指と人差し指に導電糸を使用しているため、タッチパネルが
操作できるニット手袋です。サイズはM3種、L2種をご用意しています。

■ファッション小物

■ポーチ＆バッグ

ファートートバッグ
リングハンドル GY
価格：1,480円

サイズ：W23×D3×H27cm
サークル型の金具のハンドルが
ポイントのファーバッグです。

4way ボア巾着トート IV
価格：1,580円

サイズ：W19×D19×H24cm
ショルダー付きの

4WAYタイプ巾着トートです。

ボアポーチ GY
価格：690円

サイズ：W15×H13×D7cm
オレンジをキーカラーとした
ボア素材のポーチです。

■ストール類

ファー Tippet（LBE、GY）
価格：各980円／サイズ：W7×H90cm

毛足が長く、手触りのよいフェイクファーを
使用したティペットです。

スヌード DBR
価格：1,280円

サイズ：W37×H80cm

ストール Check NVBR
価格：1,280円

サイズ：W63×H180cm

ストール Check GYRD
価格：1,280円

サイズ：W63×H180cm

温かみ溢れる素材感のファッション小物が多数ラインアップ！
冬コーデをランクアップしてくれるニットキャップやストール、スマホの操作が可能なニット手袋など、

ファッションとしてだけでなく、しっかり傍観してくれるアイテムを豊富に取り揃えています。

ニットキャップ
Staycation OR
価格：690円

頭囲：56〜58㎝

ニット ストール
Herringbone
価格：1,280円

サイズ：W45×H180cm
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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12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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