
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、アウトドア関連グッズを集積したフェア『IT’S TIME TO GO
OUT』を、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインショップにて、6月5日（金）より展開いたします。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
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が全国的に解除された6月現在。今後、段階的に自粛が解除されることや気温

の上昇に伴い、3密になりにくいアウトドアレジャーへの注目度が高まっています。ソーシャルディスタンスといった新
しい生活様式を取り入れながら、そろそろ「アウトドア」を思いっきり楽しんでみるのはいかがでしょうか？AWESOME
STOREでは、本格的なキャンプやピクニック、そして自宅でアウトドア気分を味わえるグッズなど、さまざまなレ
ジャーに使えるアイテムを集めたフェアを、本日6月5日（金）よりスタートいたします。

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やテーブルやチェア、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、アウトドアレジャーにあると便利なアイテム
など、幅広くご用意しております。ぜひお近くの店舗、またはオンラインショップをご利用ください。

『IT’S TIME TO GO OUT』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200605.html

2020年6月5日
株式会社レプレゼント

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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

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！

そろそろ「アウトドア」を満喫しよう！

『IT’S TIME TO GO OUT』
全国のオーサムストア店頭＆オンラインショップにて

6月5日（金）スタート！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200605.html
mailto:pr@represent-as.jp


折りたたみチェア Native
価格：1,580円

サイズ：W80×D50×H80cm

フォールディング テーブル
価格：3,480円

サイズ：W55×D52×H40cm

エアチェア
価格：1,980円

サイズ：W80×D110×H58cm

キャンプで使えるグッズ

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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。

■キャンプサイトで役立つアイテム

折り畳み式のテーブルや椅子、手軽に持ち運べる折り畳みチェア、空気を入れ
て膨らませるエアチェアなど、くつろぎの場所を作るのに最適な「住」アイテ
ムをご紹介します。

LEDランタン
価格：890円

LEDライト バルブ（レッド、イエロー）
価格：各290円

コンパクトLEDランタン
価格：290円

LEDランタン
白・電球色の2色切り替えが可能

価格：790円

Ｃフェルトガーランド Star Flake
価格：230円

ガーランド Macrame
価格：980円

折り畳みスツール Native（オレンジ、ブルー）
価格：各780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1,280円

サイズ：W39×D32×H39.5cm

フォールディング ステップスツール（ネイビー、レッド）
価格：各980円

サイズ：W32×D25×H22.5cm

カラビナ付きLEDライト
価格：390円

キャンプの夜は真っ暗！LEDライトで、サイトを
彩りましょう！キャンプサイトの目印にもなるの
でオススメ！

おしゃれキャンプは装飾で決まります！
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！ナチュラ
ルテイストのものから、元気なカラーリングのフェルトガーランドなど、
画像の他にも、さまざまな装飾アイテムをご用意しております。

mailto:pr@represent-as.jp


キャンプで使えるグッズ

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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。

■バーベキューグッズ

キャンプといえばバーベキュー。バーベキューグリルなどもオーサムなプライスで
ご用意。また保冷バッグや使い勝手がいい紙製食器類をはじめ、オシャレな木製食
器や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
グリルだけでなく

スモーク料理も作れます！
価格：2,980円

保冷剤（Watermelon、Pear）
食材はもちろん、熱中症対策など、

保冷剤は何かと使えます。
価格：各150円

ソフトクーラーボックス Outside 15L
たっぷり入れられる

ボックス型の保冷バッグです。
価格：980円

アウトドアスプーン
※5本セット
価格：各80円

アウトドアフォーク
※5本セット
価格：各80円

アウトドア マグ
価格：各98円

アウトドア ボウル
価格：各98円

アウトドア プレート
価格：各98円

アカシアウッド 仕切りプレート
価格：980円

アカシアウッド ラウンドボウル（S、M）
価格：（S）490円（M）1780円

木製食器で、おしゃれ度アップ！

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。

アカシアウッド カッティングボード
価格：980円

ペーパーアイテム Cut Pine 各種
プレート（8枚入り）
ボウル（6枚入り）
カップ（8個入り）
ナプキン（20枚入り）
価格：各98円

ペーパーナプキン Kiwi
価格：98円／20枚入り

それぞれアイボリー、オレンジの2色展開。

夏のお出かけに欠かせない保冷バッグ。
夏らしいネイティブ柄です。

価格：190～390円

（左上から時計回り）
保冷バッグ（S、M）

保冷ペットボトルホルダー
保冷ランチバッグ
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＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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。

■持っていると便利な、お役立ちグッズ！

キャンプに必需品の「虫よけ」や「洗い物」グッズ。さらに「収納」や「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。

キャンプで使えるグッズ

ストレージバケット
（ネイビー／グリーン）

薪入れやゴミ箱など、さまざまな
用途につかえる蓋付きバケツ。

価格：各1,280円

コンテナキャリー
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。

価格：2,480円
サイズ：W45.5×D38×H99cm（使用時）

クリーニングクロス 3P
吸水速乾素材のクロス。濡れものを拭
くなど、様々なシーンで活躍します。

価格：290円

ゴミバッグ
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！
価格：290円（1枚）

ウッドストレージボックス
036（M）

お洒落で便利な木製の収納ボックス。
逆さにすればテーブルにも！

価格：1,980円

マイクロファイバーキッチンスポンジ 5P
（Geometric、Flamingo、Cactus）

価格：各150円
水だけで汚れを落とせるマイクロファイ
バー製のスポンジ5個セットです。

シトロネラバンド
虫が苦手な香りがついた

シリコンバンド。
価格：各98円

ボトル＆タオルホルダー（ネイビー、イエロー）
価格：各150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。

自立型水切りゴミ袋
使い終わったらそのまま捨て
ることができる、水切り袋。
価格：190円（15枚入り） ボトルウェットティッシュ

Salsa
価格：290円

ボトルウェットティッシュ
Can

価格：各190円

シトロネラ ブレスレット
ミサンガのようにつける、虫が苦手な

香りがついたブレスレット。
価格：各120円

蚊取り線香入れ
インテリアになる
蚊取り線香入れ。
価格：各390円

ドライングマット Cactus
洗い物を乾かして置けるマット。

サボテン以外にも様々な柄をご用意。
価格：290円
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自宅でアウトドア気分！

＜お問合せ先＞
株式会社レプレゼント 運営部 広報課 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。

■自宅で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、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、
ランチボックス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！

上）ペーパーランチボウル Deli（S、M）
価格：各98円

下）ペーパーランチボックス Deli（Flat、Cube）
価格：各190円

レジャーシート Native
価格：1,280円

サイズ：W150×H130cm
簡単に畳めるシートをおうちの床に
敷いてピクニック気分を楽しもう！

レジャーシート Awesome
価格：1,280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。

ポップアップテント Starry NV L
価格：4,980円

組立時：W195cm×D150cm×H130cm
収納時：直径57cm

レジャーシートで
ピクニック気分！

ポップアップ テント L
Mount OR

価格：4,980円

ポップアップ テント
Mount OR

価格：3,480円

ポップアップテント Starry NV
価格：3,480円

組立時：W150cm×D160cm×H105cm
収納時：直径47cm

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。
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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6月5日現在

■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 広報課
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

https://www.awesomestore.jp/ext/storelist.html
https://www.awesomestore.jp/
https://www.instagram.com/awesomestore_jp/
https://twitter.com/awesomestore417
https://www.facebook.com/awesomestore.jp/
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