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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、おうちでアウトドアを楽しめる「ベランピング」に最適なグッズ各
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
新型コロナウイルスの影響もあり、近年その人気が高まっている「ベランピング」。ベランダとグランピングを掛け合

わせた造語で、自宅でキャンプなどのアウトドア気分を楽しむライフスタイルを表しています。
ライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」は、秋のベランピングに最適なアウトドアギアや

デコレーショングッズを、驚きのクオリティ＆低価格で展開しております。ベランピングに欠かせない小ぶりサイズのテ
ントやテーブル、凝った装飾が可能なガーランドなどのデコレーショングッズ、ブランケットといった防寒アイテムなど、
自宅でアウトドア気分を満喫するためのグッズを多数取り揃えております。ぜひオーサムストアのグッズで、充実したお
うち時間をお楽しみください。

『Enjoy！おうち時間 ベランピング』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature201105.html
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実用的なアウトドアギアから、キュートなデコレーショングッズまで！
低価格で実現できる、おうちアウトドアをエンジョイしよう！

ご自宅でアウトドア気分を満喫！
「ベランピング」を手軽にトライできる
オーサムストアの厳選グッズをご紹介！

＜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/feature201105.html
mailto:pr@represent-as.jp


LEDランタン
価格：890円

つまみを回して明るさを調節でき
るLEDランタン。吊るして使用す

ることもできます。

オーサムストア的「ベランピング」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。

■まずは環境づくり！実用的アウトドアギア

ベランピングの必需品となるテントや椅子、テーブルといったアウトドアギアでベースとなる環境をつくりましょう！LEDランタンも揃え
れば、夜環境でも雰囲気を演出してくれます。もちろん、実際のアウトドアでもご活用いただけますよ！

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

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 テント全体に星座柄が

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。

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 テーブル
価格：3,480円

サイズ：W55×D52×H40cm
折り畳みできるので、

コンパクトに持ち運べるテーブル。

折りたたみチェア Native
価格：1,580円

サイズ：W80×D50×H80cm
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■ベランピングサイトを鮮やかに彩る
インテリア＆デコレーショングッズ

柄や素材で選べるクッションカバーやラグなど、ベランピングサイトを演
出してくれるインテリアグッズをご紹介。さらにサイトをお洒落に彩るラ
イトガーランドなどのデコレーショングッズも豊富にご用意しております。

＜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

※価格はすべて税抜き表記です。

フェルトガーランド Star Flake
価格：230円／サイズ：W70×H10cm

コーデュロイ クッションカバー BE
価格：690円

サイズ：W45×H45cm

フロアーラグ Indian BE
価格：3,980円／サイズ容量：W150×H90cm

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：690円

サイズ：W45×H45cm

LED Flame ランタン
価格：980円／サイズ：W12×D12×H18cm

イルミネーションプラグ 200 WWH
価格：2,580円／サイズ：コード長さ25m

点灯パターン：8種

LEDライトガーランド Star
価格：890円／サイズ：約173cm

オーサムストア的「ベランピング」グッズ

フェルトガーランド Flag Party
価格：290円／サイズ：W115×H9cm

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
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ホーローマグ
価格：各590円

ホーロー素材のマグカップ。
飲み物の温度も保ちやすい便利なアイテム。

オーサムストアらしいポップなカラーリングです。

＜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

■ポップでやさしいカラーのテーブルウェア

ベランピングの食卓を素敵に彩ってくれる新作テーブルウェア。
やさしくもポップなカラーリングのホーロー製マグカップ、動物
柄のデザイン性あふれるバンブーファイバーシリーズなど、様々
な商品をご用意。もちろん「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。

バンブーファイバー カップ
Lion、Penguin
価格：各390円

サイズ：Φ8×H10cm
容量：約240ml

オーサムストア的「ベランピング」グッズ

バンブーファイバー プレート
Giraffe、Whale
価格：各490円

サイズ：W22×D22×H2cm
材質：メラニン樹脂・バンブーファイバー

■ブランケットやエコカイロで、しっかり防寒対策！

すぐに家に入ることができるのがベランピングのメリットですが、
防寒対策はしっかりしておきましょう！さまざまな柄やサイズが揃
うブランケットをはじめ、デザイン性あふれるエコカイロ、コー
デュロイのバブーシュなど、オススメ商品を集めました。画像の他
にも様々なアイテムを取り揃えております。

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

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。

エコカイロ（Soup Can、Honey Bottle）
お洒落なデザインのエコカイロ。

沸騰したお湯に入れることで、繰り返し使用できます
価格：各190円

コーデユロイ バブーシュ M BR
価格：590円

サイズ：約22.5〜24.5cm

コーデユロイ バブーシュ L KH
価格：590円

サイズ：約25〜27.5cm

バンブーファイバー ボウル
Turtle Octopus、Zebra Elephant

価格：各490円
サイズ：W14×D14×H7cm

容量：約720ml
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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11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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