
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、同社が運営する生活
雑貨などを販売するライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」より、低価格
ながらデザイン性が高い、クリスマスパーティー向けアイテムやペットグッズを、全国の「AWESOME 
STORE」、およびオンラインショップにて展開しております。

■概要
ライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」は、2019年のクリスマスを存分

に楽しむためのパーティーアイテム、ペットグッズ類を、驚きのクオリティ＆低価格で展開しておりま
す。手軽に食卓をクリスマスムードに演出できる、紙製コップや皿、パーティー向けのプラスチック製
食器、さらにパーティーを盛り上げるためのライトアップアイテムや、大切なペットと一緒にクリスマ
スを楽しめるアイテムなど、様々な商品をご用意。今回ご紹介している商品のほか、豊富にご用意して
いるインテリアグッズと併せ、ぜひ楽しいホリデーシーズンをお過ごしください。

2019年11月21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

大切な人と過ごすクリスマス。
オーサムストアのグッズで、彩りあふれるパーティータイムに。

テーブルウェアからペットグッズまで！
クリスマスパーティーをさらに盛り上げてくれる
「オーサムストア」のホリデーアイテムが登場！
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ペーパーナプキン各種
価格：各98円／各20枚入り

テーブルウェア

＜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。 ※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。

■クリスマスに最適なテーブルウェア

手軽にクリスマスパーティーを楽しめるデザインの紙製テーブル
ウェアが登場！高級感あふれるゴールドカラーのプラスチック製食
器類も、ホリデーシーズンに最適。もちろん「AWESOME 
STORE」ならではの低価格帯も魅力です！

アートボード Black（Cans／Coffee）
価格：各1,280円

サイズ：W36.5×D13.5×H29cm

ペーパーカップ Forest Santa
価格：98円／8個入り

ペーパープレート Forest Santa
価格：98円／8枚入り

コースター Xmas（Ornament／Snow）
価格：各80円

Spiffy ワイングラス GD
価格：250円／6個入り

Spiffy シャンパングラス GD
価格：250円／6個入り

Spiffy スプーン GD
価格：150円／12本入り

Spiffy フォーク GD
価格：150円／12本入り

Spiffy プレート GD
価格：250円／6枚入り

ハニカムストロー Snowman
価格：150円／6本入り
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パーティーアイテム

＜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。 ※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。

■パーティーの盛り上げに最適なアイテムが登場！

手軽にパーティーを楽しむためのグッズなら、オーサムストアにお任せ！ライトアップ機能が付いたカチューシャやイヤリングから、手持ち
型のLEDハンディースティック、お部屋を幻想的な空間に変えるミラーボールやプロジェクションライトなど、豊富にラインナップ！

イヤリング Xmas Tree
価格：390円

ライトアップ機能付き

イヤリング Xmas Socks
価格：390円

ライトアップ機能付き

イヤリング Xmas Wreath
価格：390円

ライトアップ機能付き

パーティーグラス
Santa&beard
価格：390円

カチューシャ Snowman
価格：490円

ライトアップ機能付き

カチューシャ Reindeer GD
価格：490円

ライトアップ機能付き

ヘッドバンド Xmas Tree
価格：490円

ライトアップ機能付き

カチューシャ Snow Santa
価格：490円

ライトアップ機能付き

LED ハンディースティック Santa
価格：790円

ボタンを押すとサンタの顔とパーツが
クルクル回りながら光ります。

インスタントスノー Xmas
価格：390円

見た目も感触も雪のようなインスタン
トスノーが作れるキットです。

Party プロジェクションライト
価格：2,480円

壁や天井にカラフルなパターンを
照射するライト。カセット切り替えで

4種の柄を投影します。

LED ミラーボール
価格：980円

カラフルに点灯しながら回り、
部屋をにぎやかに照らします。
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装飾アイテム＆ペットグッズ

※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。

■お部屋を彩る装飾アイテム！

＜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

ホリデーシーズンを彩るために欠かせないディスプレイアイテムも豊富に登場！
手軽に装飾できるハニカムやファンタイプなど、様々なグッズが揃います。

Pet コスチューム Santa
価格：890円／サイズ：小型犬向き

正面から見ると二足歩行に見えるコスチューム

Pet コスチューム Reindeer（S／M）
価格：各980円／サイズ：小～中型犬

ラメ入りの角と鈴がポイントのトナカイコスチューム

猫じゃらし Xmas Tree
価格：190円

クリスマスツリーからぽろぽろ
とプレゼントがこぼれ出ている

デザインの猫じゃらし

ペットハット Xmas Tree
価格：390円

サイズ：小～中型犬・猫

ペットハット Xmas Santa
価格：390円

サイズ：小～中型犬・猫

■大切なペットと一緒に楽しめる
「#036PETS」のクリスマスアイテム

オリジナルのペットグッズ「#036PETS（オーサムペッツ）」シリーズよ
り、大切なペットも一緒になってクリスマスを楽しめるグッズが登場！
SNS映えすること間違いなしなアイテムをラインナップしております。

ハニカムボール（レッド）
（15cm／20cm）
価格：98円／140円

ペーパーファン Assort シルバー
価格：690円／3種セット

サイズ：Φ36cm／31cm／21cm

ペーパーファン Assort ゴールド
価格：690円／3種セット

サイズ：Φ36cm／31cm／21cm

オーロラ オーナメント
Snow Flake
価格：350円

サイズ：W32×D13.5×H36cm

オーロラ オーナメント Crystal
価格：290円

サイズ：W22×D22×H20cm
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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、52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。
※2019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
・Twitter（@awesomestore417）

https://twitter.com/awesomestore417
・Facebook（@awesomestore.jp）

https://www.facebook.com/awesomestore.jp/
・Instagram（@awesomestore_jp）

https://www.instagram.com/awesomestore_jp/

※表参道店舗外観

”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
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