
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：堀口康弘）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、製菓グッズやギフトグッズなど、バレンタインに役立つ様々なアイ
テムを、全国の「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインストア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
いよいよ２月14日はバレンタインデー！ライフスタイルショップ「AWESOME STORE（オーサムストア）」では、

「お菓子は手作り派！」な方向けのデザイン性あふれる製菓グッズや、シンプルで使いやすいクッキングツール、ポップ
なデザインのラッピンググッズまで、バレンタインにあなたを応援してくれるアイテムを多数取り揃えております。その
ままプレゼントできるバリエーション豊富なスティックケーキもご用意！ぜひお近くの店舗またはオンラインストアをご
利用ください。

『オーサムストア的！バレンタイン』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature210204.html

2021年2月4日
株式会社レプレゼント

大切な人へのギフトはもちろん、お友達や家族、自分にも！
オーサムストアの心くすぐるアイテムで、バレンタインを楽しもう！

作る人も食べる人も笑顔に！
大切な「想い」を形にできる

オーサムストア的、バレンタイングッズ！

＜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、伊藤 杏奈

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F
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手作り・製菓アイテム

※価格はすべて税抜き表記です。

■手作り派を応援してくれる、デザイン性豊かな製菓グッズ

今年のバレンタインは、手作り感が更に伝わるカップケーキはいかがでしょうか？
オーサムストアから、手作りお菓子をおしゃれに彩るカップが新登場！
デザインの違うマフィンカップを並べたり、シンプルなのに存在感抜群なパウンドケーキカップで、お菓子作りを楽しみましょう！

ペーパーマフィンカップ M 10P
価格：98円／ 10枚入り
サイズ：Φ６×H5.5㎝

オーブン可（耐熱温度180度）
アメリカのカップケーキカフェをイメージ

したデザインです。

ペーパーマフィンカップ S 10P
価格：98円／ 10枚入り
サイズ：Φ５×H4.5㎝

オーブン可（耐熱温度180度）
アメリカのベーカリーショップをイメージ

したデザインです。

ペーパーパウンドケーキカップ
価格：190円／ 2枚入り
サイズ：W17×H5.5×D９

オーブン可／耐熱温度180度。
アルファベットをモチーフにした

デザインです。

弁当ピック 20P Zoo
価格：98円／20本入り（4柄×5本）

サイズ：全長６cm
アニマルデザインのカラフルなピックです。

裏と表でデザインが異なり、
華やかに彩ってくれます。

弁当カップ 各種
価格：各98円／各30枚入り

ポップな色合いで、ちらっと見えてもおしゃれな、
様々な用途で使いやすいカップです。

3サイズの展開です。

クッキングシート Jacobs、Bread
価格：各98円

サイズ：各25㎝×2.5m(ペーパーサイズ)
レンジ、オーブン可（但し230℃以下）

＜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、伊藤 杏奈

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

Oval Border
サイズ：W9.5×H３×D５

Honeycomb M
サイズ：９号

Triangle S
サイズ：６号

カフェのメニュー表をイメー
ジしたデザインです。

フランスのパンの種類
のロゴ風デザイン。
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※価格はすべて税抜き表記です。

＜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、伊藤 杏奈

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

ナイロンレードル ブラック
価格：290円

サイズ：W8.5×D8.5×H30cm

ナイロンウィスク アイボリー
価格：290円

サイズ： W7×D7×H30.5cm

■シンプルで使いやすいクッキングツール

使いやすいデザインの定番クッキングツール。揃えて並べると、おしゃれなキッチン
を演出できます。遊び心のある吹き出しやニコちゃん顔が作れるがモールドまで、調
理が楽しくなるアイテムを揃えております。

ステンレスミニウィスク
価格：120円

サイズ：W13×Ｄ2.4×Ｈ2.4cm

ステンレスボウル 18cm
価格：390円

サイズ：Φ19.5×H8cm 
満水時約1.2L

Cooking モールド
Fukidashi M
価格：390円

サイズ：W14×D11×H1.5cm

ステンレスボウル 22cm
価格：590円

サイズ：Φ23.5×H9cm
満水時約2.4L

ステンレスザル S, Ⅿ
価格：190円、290円

サイズ：外Φ17cm、外Φ22cm

Facile ソースパン 18cm
価格：590円

サイズ：本体：Φ18×H7.7cm
ハンドル：W18×D4.3×H4cm

ガス対応／IH不可

見た目も可愛い
スティックケーキ

「スティックケーキ」
シリーズ

食べ応え十分なサイ
ズのスティック型
ケーキ。全5種。
価格：各98円

アップル チョコブラウニーミックスベリーオレンジ 抹茶ショコラ

クッキングツール

お手軽ギフトに最適！

Cooking モールド
Fukidashi Ｓ
価格：290円

サイズ:W11×D8×H2cm

ふきだし型のモールド

シリコンモールド Smile
価格：290円

サイズ：Φ13.5cm×H2cm
ニコちゃん顔のモールド。

氷だけでなくミルクやジュースを入れて楽しめます。
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■心を込めた贈り物や、プチギフトにも使えるラッピングアイテム

心のこもったギフトを、おしゃれに仕上げて届けましょう！
ポップなデザインのラッピングバックから、まとめるのにも便利なジップバック、アクセントになるメッセージカードやシールまで、
幅広くご用意しております。

※価格はすべて税抜き表記です。

ギフトラッピングバッグ
Thank you

価格：98円／8枚入り
サイズ：約W12×H17cm
付属品：金色の丸シール
（φ20mm） ×8枚

ラッピングアイテム

ギフトラッピングバッグ
Window

価格：98円／8枚入り
サイズ：約W12×H17cm
付属品：金色の丸シール
（φ20mm） ×8枚

フリーザーバッグ M 15P 
Bear RD

価格：190円／15枚入り
サイズ：W20×H23cm

クマが営むスーパーマーケッ
トをイメージした、ジッパー
付きフリーザーバッグ。

クラフトペーパーバッグ Alphabet
価格：Ｓ120円、Ⅿ150円

サイズ：W8×D5×H12cm、W18×D8×H23cm
プレゼントに最適な、

クラフト素材のペーパーバック。
グラフィカルなアルファベットのデザイン。

ギフトラッピングバッグ
Thanks

価格：98円／8枚入り
サイズ：約W12×H17cm
付属品：金色の丸シール
（φ20mm） ×8枚

マスキングステッカー
Circle

価格：150円
サイズ：W130×H25.5cm

材質：紙

メッセージボード S Balloon
価格：190円／2枚入り

サイズ：W7.5cm×H18cm
バルーン型のメッセージカード。
写真映えするポップなデザイン。

＜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、伊藤 杏奈

MAIL pr@represent-as.jp / TEL 03-5774-2340 / MOBILE 080-3028-3177（高橋）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

マスキングステッカー
Heart

価格：150円
サイズ：W130×H25.5cm

材質：紙

フリーザーバッグ L 10P 
Bear NV

価格：190円／10枚入り
サイズ：W24×H28cm

食品の冷凍・冷蔵保存はもち
ろん、小物の整理にも便利で
す。少し大きめのLサイズ。

ジップバッグ Culinary 
Rectangle

価格：120円／8枚入り
サイズ：W25×H10cm
海外のレシピブックをイ
メージしたデザイン。 ジップバッグ Culinary 

S
価格：120円／8枚入り
サイW16×H16cm 

ジップバッグ Culinary 
M

価格：130円／5枚入り
サイズ：W22×H22cm
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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。
※2021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？

※表参道店舗外観

＜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、伊藤 杏奈

TEL 03-5774-2340 ／ MOBILE 080-3028-3177（高橋）
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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