
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、春の新生活を応援するフェア『AWESOME
LIFE –SPRING-』を、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインショップにて開催いたします。
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
春から始まる新しい生活に胸を弾ませている方が多いこの季節。「AWESOME STORE」では、そんな気持

ちをさらにワクワクさせる新生活向けグッズを集めたフェアを、2月28日（金）よりスタートいたします！
ポップなカラーリングで展開する食器やエプロンといったキッチングッズ、見た目も機能性も兼ねたインテ

リアグッズ、新生活を始める上で欠かせないランドリーグッズなど、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 –SPRING-』特設サイト
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200228.html

2020年2月28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

オンラインショップ限定のお得アイテムも！
春から始まる新生活をさらにワクワクさせるアイテムが満載！

新しい季節をフレッシュに迎えるご提案！
『オーサムライフ ―スプリング― 』

店頭・オンラインショップにて2月28日（金）よりスタート！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200228.html
mailto:pr@represent-as.jp


キッチン・ダイニング

＜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

■新しい季節にぴったり！カラフルなキッチングッズが勢ぞろい！

思わず心が弾んでしまう春の季節がいよいよスタート！いつでも楽しく調理できて、そして美味しい食事の時間を楽しめるような、ポップで
元気なカラーリングのキッチングッズを多数ご用意いたしました！もちろん「AWESOME STORE」ならではの低価格帯も魅力です。

パスタケース 1500ml
価格：690円

サイズ：W14.5×D9×H17cm
3～4月発売予定

フードコンテナ 5Pセット
価格：980円

サイズ：250～1600ml
サイズの異なる5個セットのフード
コンテナです。温かみのある使いや

すい色合いです。
3～4月発売予定

プラスチックボウル 6Pセット
価格：980円

サイズ：Φ12×H5cm
さまざまなシーンでお使いいただける

6個セットのボウルです。
3～4月発売予定

フードスライサー 5Pセット
価格：1,280円

サイズ： Φ8×H21cm
5種類の機能がセットになって
いるフードスライサーです。

3～4月発売予定

キッチンスポンジ各種
価格：各98円

サイズ：D2.5×H13cm
ポップなデザインの
キッチンスポンジ。

自立できるのもポイント！
3月中旬発売予定

クッキングモールド
吹き出し S、M

価格：290～390円
吹き出しの形が可愛らしいシリコー
ンモールド。目玉焼きやパンケーキ
など様々な料理に使用できます。

3月中旬発売予定

パスタケース 1800ml
価格：790円

サイズ：W10.5×H28.5cm
3～4月発売予定

ウォーターピッチャー各種
価格：各350円

サイズ：W8×H25.2cm
※約1000ml

3月中旬発売予定

エプロン各種
価格：各590円／サイズ：W70×H80cm

ポップなデザインが気分を上げてくれるエプロン。
この2種類の他にも新作があります。

キッチンミトン各種
価格：各290円

サイズ：W12×H22cm

コルク商品各種
・コースター

・鍋敷き
・プレイスマット
価格：40～190円

コルク素材のテーブル
ウェア各種。架空の農場
やカリフォルニアのイラ
ストマップをデザイン。

※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。
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クッションカバー
Embroidery 2種
価格：各980円

サイズ：W45×H45cm

クッションカバー
マルチストライプ 2種

価格：各390円
サイズ：W45×H45cm

インテリア

＜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

■お部屋も明るい雰囲気に一新！機能的アイテムも！

カラフルなクッションカバーやコンテナボックスをはじめ、シンプルな
デザインの収納アイテムまで、新生活を楽しく彩ってくれるインテリア
グッズを幅広くご用意いたしました。すべて「AWESOME STORE」オ
リジナルのデザインで展開しております。

シーグラスバスケット各種
価格：1,280～1,580円

サイズ（M）：Φ30×H26cm
サイズ（L）：Φ38×H33cm

ハンギング
フェイクグリーン

Senecio
価格：980円

サイズ：W20×H85cm

ハンギング
フェイクグリーン Fern

価格：980円
サイズ：W31×H54cm

コットンバスケット Native S 各種
価格：各290／サイズ：W12×H12cm

ミニコンテナボックス（S、M）
価格：各190～290円

サイズS：W15×D10×H6cm
サイズM：W25×D16.5×H10cm

3月上旬発売予定

ハンギングシェルフ
NY Beach
価格：690円

ポールに付けられる
吊り収納。衣類や小
物整理に最適です。

フラップスタッキングボックス
S、M

価格：690円／980円
重ねてもフタの開閉ができ、使
わない時は畳んで収納できるス
タッキングボックスです。

マルチボックス NY Beach 
S、M、L

価格：390～490円
一般的なカラーボックスサイ
ズに対応したマルチ収納ボッ

クスです。

ペンスタンド S
価格：590円

レターボックス
価格：790円

ペンスタンド L
価格：790円

デスクオーガナイザー各種
散らばりがちな小物をまとめられる木製ボックス。

ティッシュカバー Canvas 2色
価格：各390円

サイズ：W26×D12×H12cm

※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。
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バス・ランドリー

＜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

■新生活で欠かせないランドリーグッズも充実！

せっかくの新生活。ランドリー周りは統一感をもたせたグッズで揃えてみては
いかがでしょうか？AWESOME STOREでは、ネイビーを基調としたスタン
ダードカジュアルなデザインのランドリーグッズを多数取り揃えております。
またシンプルな洗剤用の詰め替えボトルなどもご用意しております。

タオルバスマット各種
価格：各690円／サイズ：W60×H39cm

折り畳み
ランドリーバスケット

価格：各290円
サイズ： W30×D30×H52cm
使用しないときはコンパクトに
畳めるランドリーバスケット。

ランドリーバッグ各種
価格：各290円

スタンダードかつカジュアルなデザインのランドリー
ネット。用途に合わせた形状をご用意しています。

ランドリーピンチ M
価格：190円
サイズ：

W16×D2.1×H2.1cm
※2個入り

洗剤用 詰め替えボトル
価格：各290円／容量：600ml
洗濯用詰め替え用ボトル。

洗剤、柔軟剤など用途に合わせて
ご使用ください。

洗剤用
詰め替えボトル
価格：390円
容量：1L

ピンチハンガー 18pinches
価格：690円

サイズ：W36.5×D17.5×H33.5cm

折り畳みランドリーネット
価格：290円／サイズ：φ60×H65cm

洗濯物を平干しできるネット。スタンダード
カジュアルなデザインです。

ランドリーピンチ L
価格：190円
サイズ：

W27×D2.4×H16.5cm

ランドリーバッグ 3ポケット
価格：490円／サイズ：W34×D25×H40cm

3つに仕切られているランドリーポーチ。
そのまま洗濯機に入れることができます。

※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。
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家具

＜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

■オンラインショップでは「家具」も展開！
フェア期間中、対象商品を10％オフで販売！

AWESOME STOREは生活雑貨類だけでなく、本格的な家具類も展開しております。この度、新生活に揃えたい対象の家具類を「AWESOME 
LIFE –SPRING-」フェアの期間中、オンラインショップ限定で10％オフのお得な価格にて販売！ソファやテーブル、照明類などさまざまな商品
が対象となっておりますので、ぜひお見逃しなく！

■テーブルウェア

Tyler 3段シェルフ
価格：7,980円

サイズ： W68.5cm×D32cm×H95.5cm

ファブリック1Pフレームソファ グリーン
価格：12,800円

サイズ： W67cm×D69cm×H76cm
座面高さ40cm

2Pフレームソファ ブラウンフェイクレザー
価格：19,800円

サイズ：W126cm×D69cm×H76cm
座面の高さ36cm

ファブリック2Pフレームソファ グレー
価格：19,800円

サイズ： W126cm×D75cm×H84cm
座面の高さ40cm

Tyler TVボード
価格：9,800円

サイズ：W120cm×D32cm×H37cm
シンプルながら色味にこだわったインテリアシリーズ。

配線を気にせず使用いただけます。

Theo 3連スタンドライト
価格：7,980円

サイズ：W34cm×H151cm

Wood ラウンドスツール
価格：7,980円

サイズ： W44cm×D44cm×H48.5～62cm

Tyler ローテーブル
価格：8,980円

サイズ：W100cm×D50cm×H36cm
雰囲気のあるヴィンテージ加工を施された、

鉄フレームのローテーブルです。

Utz ペンダントライト アイボリー
価格：4,980円

サイズ：W35×D35×H19cm

※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。
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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、51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2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 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/
mailto:pr@represent-as.jp

