
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、敬老の日をお祝いするのにぴったりなアイテム各種を、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。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
今年は9月21日（月・祝）にむかえる『敬老の日』。祖父母に日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントを贈りたいけど、

何にすればいいのか迷ってしまうという方も多いはず。そこで今回は、AWESOME STOREのバラエティに富んだ様々な
アイテムの中から、敬老の日のプレゼントとして最適なグッズを厳選してご紹介いたします。
温もりを感じるフェルト製のルームデコレーションアイテムや、ギフトに最適なフィットネス＆マッサージグッズ 、

さらにメッセージカードやギフトバッグまで、さまざまなアイテムを取り揃えています。実際に会って直接手渡すのはも
ちろん、帰省できない際の贈り物としても最適なアイテムとなっております。
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。

『敬老の日』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200820.html

2020年8月20日
株式会社レプレゼント

メッセージカードやギフトバッグまで揃う！
「敬老の日」おすすめのプレゼントをご提案！

グランパ、グランマの長寿を願って！
バラエティに富んだオーサムストアのグッズで

「敬老の日」を素敵に彩るパーティー＆プレゼントを！

＜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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※価格はすべて税抜き表記です。

■想いがつたわる「フェルト製デコレーション」アイテム

温もりを感じるやさしい質感とデザインに思わずほっこりしてしまう、感謝の気持ちを伝えるのに最適なフェルト製デコレーションアイテム。
「敬老の日」当日の食卓など、華やかに演出します。

フェルトガーランド Thank You
価格：290円

感謝の気持ちを伝えるのに最適な、
フェルト製ガーランド。

フェルト
Thanks Grandpa&Grandma

価格：190円
祖父母への感謝のメッセージ
「THANKS GRANDPA & 

GRANDMA」が入った
置き型のフェルト飾り。

贈り物と一緒に送れば、より一層
気持ちが伝わるアイテムです。

＜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

「敬老の日」おすすめグッズ

フェルト Sensu 寿
価格：190円

フェルトでできた「寿」扇子。
置き型なのでデスクの上などにも

飾れます。

ペーパーファン Assort（ブルー、ピンク）
価格：各220円

サイズ：Φ31cm / 25cm / 22cm

ペーパーファン Assort（ゴールド、シルバー）
価格：各690円

サイズ：Φ36cm / 31cm / 21cm

フェルト「祝」
価格：190円

「祝」という文字をデザインした、
壁にかけるタイプのフェルト飾り。
めでたいシーンや、送別会などにも
活躍してくれるアイテムです。

■手軽に壁面を盛り上げてくれる「ペーパーファン」
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ツイストボード
価格：690円

サイズ：Φ25×H3cm
乗って回転することで、自宅で
簡単にツイスト運動ができます。

※価格はすべて税抜き表記です。 ※一部、オンラインショップではお取り扱いの無い商品がございます。

ストレッチバンド
価格：490円

サイズ：W12×H120cm
様々な部位の筋力トレーニングが
できるバンド。イラスト付きの説

明書が入っています。

バランスボール
価格：980円

サイズ：Φ65cm
座ってバランスをとれば体幹が
鍛えられます。ポンプ付き。

ヨガマット
価格：980円

サイズ：W61×H173cm
滑り止めとクッション性があり安定しや
すいマット。ヨガ用の定型サイズなので
初心者の方におすすめ。専用バッグ付き。

ストレッチボール
価格：490円

サイズ：Φ20.5cm
様々な部位のストレッチに役立つ
ボール。イラスト付きの説明書が

入っています。

ヨガ ローラー
価格：1,280円

サイズ：Φ14×W33cm
体重をかけることで、気に
なる部位の筋肉のこりをほ
ぐせるローラーです。

ヨガブロック
価格：490円

サイズ：W23×D8×H18cm
ヨガやストレッチのポーズを
補助するアイテムです。

AWESOMEバンド
価格：490円

シリコン製で弾力がある素材。
程よく伸びて体のストレッチに

役立ちます。

■手軽に体を動かせる「フィットネス」グッズ

ご自宅にいながら手軽に体を動かせるフィットネスグッズを贈るのはいかがでしょうか？
専門店では絶対にありえない思わず二度見してしまう価格帯で展開しています。他ではあま
り無い柔らかなカラーリングで統一しているので、自宅に置いておいてもインテリアの邪魔
をしない所もポイントです。

ダンベル 1kg（ブルー）
価格：490円

部屋に置いておきやすいカ
ラーのダンベル。女性でも
トライしやすい1kgです。

ヨガ ローラー Stick
価格：1,280円

サイズ：Φ4×W44cm
背中や太ももなど、気になる箇所にコ
ロコロ転がして使うストレッチグッズ。

アンクルウェイト
価格：290円

ジョギングやエクササイズの際、
適度な付加をプラスしてくれる
250gのウェイト。手首や足首に

付けることができます。

＜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

エクササイズローラー
価格：790円

サイズ：W25×D17×H17cm
ローラーを前後にころがして

腹筋を強化できます。

「敬老の日」おすすめグッズ
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フェイスローラー
価格：390円

取っ手を取り外して２通りの使い方が
出来るフェイスローラー。

フィンガーリフレッシャー
価格：290円

指を挟んでコロコロと撫でることで
リラックスタイムを味わえます。

※価格はすべて税抜き表記です。

■体のコリをほぐしてくれる「マッサージ」グッズ

こもりきりの生活で発生してしまう体のコリ。AWESOME STOREでは、そんなコリをほぐせるマッサージグッズも充実しています。

ジャンプロープ
価格：290円

気軽にトレーニングをはじめられ
る縄跳び。グリップが柔らかいの
で握りやすいです。長さ調節可。

ハンドグリップ
価格：190円

握力を手軽に鍛えられる
ハンドグリップです。

内股グリップ
価格：490円

サイズ：W12×D19×H16cm
二の腕や太ももを鍛えられるシェイプ
グッズです。バネを外せばコンパクト

になるので持ち運びにも便利！

フラフープ
価格：790円

分解してしまうことが
出来るフラフープ。腰
回りのトレーニングに。

ミニローリングボール（ブルー、レッド）
価格：各150円

首筋や肩をはじめ、手のひらなど繊細な
部分にも使えるミニサイズのローラーです。

右）ネックリフレッシャー
価格：390円

左）ショルダーリフレッシャー
価格：290円

＜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

フィットネスパッド
価格：2,980円

サイズ：W14cm×D7cm×H1.3cm
コードレスで使える小さなEMSマシン。
薄いので家事やデスクワークをしなが
らシェイプアップが期待できます。

リフィル ジェルパッド2枚セット
価格：390円

サイズ：W6.5×H4.5cm
フィットネスパッド専用のリフィル
ジェルパッド2枚セット（1回分）。

ハンディリラックスバー
価格：980円

サイズ：W25×D7×H40cm
強弱２パターンの振動でぶるぶる
リラックス。肩や腰など気になる
部位に押し当ててください。

フットリラクサー
価格：590円

ローラーとツボ押しの２Wayの
機能を持った青竹ふみ。

ハンディボール（ピンク、ブルー）
価格：各98円

手で握ったり転がしたりして、
気分転換できるマッサージボール。

ローリングボールパッド
価格：390円

身体にあててなでるだけ。
金属のボールがゴロゴロと程
よい力で身体をほぐします。

「敬老の日」おすすめグッズ
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※価格はすべて税抜き表記です。

「敬老の日」おすすめグッズ

■贈り物に一言を添える「メッセージカード」

プレゼントにはぜひ手書きのメッセージを添えて。メッセージカードもさまざまなタイプをご用意しています。
デザインはもちろん、AWESOME STOREならではの低価格帯も魅力です！

■感謝の気持ちを込める「ギフトバッグ」

巾着タイプで誰でも簡単にプレゼントラッピングが可能なギフトバッグもご用意しております。
サイズも各種ありますので、プレゼントする商品に合わせてご使用ください。

メッセージカード Goat
価格：50円／5枚入り

メモとしても、寄せ書きとしても使
える5枚入りのメッセージカード。

メッセージカード Post
価格：50円／5枚入り

手紙を模したデザイン。プレゼントな
どに一言沿えるカードとして最適。

メッセージカード セット
Thank You
価格：98円

バラの花束をイメージしたジオメト
リック柄がポップで華やかなカード。

メッセージカード Thank You
価格：30円

プレゼントに添えられる2つ折り
1枚入りのメッセージカード。

ギフトバッグ For You
巾着タイプで誰でも簡単にラッピ
ングできるギフトバッグです。

サイズ：W14×D22cm
価格：35円

サイズ：W20×D30cm
価格：50円

サイズ：W24×D43cm
価格：65円

サイズ：W32×D45cm
価格：80円

サイズ：W45×D62cm
価格：130円

＜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8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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