
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、低価格ながらデザイン性が高い、暑い日
を快適にしてくれる涼感グッズの新作を、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。

■概要
いよいよ夏本番！マスク着用が必須となる今年の夏は、熱中症などを発症しないため、例年よりも暑さに

気を付けなければいけません。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、
暑さや熱中症対策に最適な「クールダウングッズ」の新作を厳選してご紹介いたします。
肌に触れるとひんやり涼しい接触冷感生地を使用したマットや枕パッド、水に濡らすだけでひんやりとし

た涼感を味わえる特殊素材のタオル、ポップで元気なデザインの扇子といった暑さ対策グッズの新作を、多
数取り揃えています。すべてAWESOME STOREならではの、遊び心溢れるオリジナルデザインとなってお
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。

『新作クールダウングッズ』特集ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200702.html
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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

他には無いオリジナルデザインの涼感アイテム！
暑さ対策グッズは「オーサムストア」でリーズナブルに揃えよう

涼感グッズで熱中症対策！
火照った身体をクールダウンしてくれる各種対策アイテムで

暑～い日々を快適に乗り切ろう！

https://www.awesomestore.jp/ext/feature200702.html
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＜お問合せ先＞
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※価格はすべて税抜き表記です。

2way ハンディーファン（ネイビー）
価格：690円

サイズ：W10.5×H20.5×D4cm
バッテリー容量：1200ｍAh

充電時間：約1～2時間
連続使用時間：約1.5時間（強風）～

約3.5時間（弱風）

ハンディーファン

ハンズフリー ネックファン
※7月上旬入荷予定

価格：1,280円
サイズ：W18×H26×D3.2cm
バッテリー容量：1200mAh

充電時間：約1～2時間
連続使用時間：約2時間（強風）～約4時間（弱風）

ハンディーファン Cactus
価格：490円

サイズ：W7×H14.5×D7cm
バッテリー容量：250mAh

充電時間：2～3時間
連続使用時間：約30分

■もはや夏の必需品！
新作ハンディーファン各種

夏の必需品になりつつあるハンディファ
ン。「AWESOME STORE」の今夏新作
として、オリジナルのハンディファン3
種を新たに発売いたしました！

「2way ハンディーファン」は、風量が3
段階で変えられるだけでなく、卓上でも
使えるようスタンドも付属。充電式で持
ち運びにも便利なサイズとなっています。

「ハンズフリーネックファン」は、首に
かけられるため手が空いて便利な扇風機。
3段階で調節可能で場所に合わせて風量
を調節できます。USBによる充電式です。

「ハンディーファン Cactus 」は、コロ
ンとしたフォルムがかわいいサボテン型
の小型扇風機です。USB充電式で繰り返
し使えます。

すべて「AWESOME STORE」ならでは
の低価格帯で展開中です！

2way ハンディーファン（ピンク）
価格：690円

サイズ：W10.5×H20.5×D4cm
バッテリー容量：1200ｍAh

充電時間：約1～2時間
連続使用時間：約1.5時間（強風）～

約3.5時間（弱風）

ファンに繋ぐアーチ部分を曲げることで、
風向きを自由にコントロールできます。
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※価格はすべて税抜き表記です。

■触れているだけで涼しくなる
「接触冷感生地」アイテム

触れるとひんやり涼しい接触冷感生地を使
用したアイテム各種。吸汗速乾効果もある
ため、さらっと快適です！

新作となるブルーの「ネイティブ柄」の他、
グリーンの「エアポート柄」、レトロオレ
ンジの「マハロ柄」の3種のカラーを展開。
さまざまなアイテムをご用意しております
ので、用途に合わせてご使用いただけます。

接触冷感グッズ

【新作クールグッズ Native各種】

（画像左上から時計回りに）
クール 枕パッド
価格：490円

サイズ：W60×H40cm

クール お昼寝マット
価格：980円

サイズ：W60×H125cm

クール 低反発クッション
価格：980円

サイズ：W40×D10×H18.5cm

Pet クールベット
価格：1,580円

サイズ：W50×D40×H12cm

クール 枕パッド（Airport、Mahalo）
価格：各490円

サイズ：W60×H40cm
接触冷感生地を使用した、

ゴムバンド付きの枕用パッドです。

クール 昼寝マット（Airport、Mahalo）
価格：各980円

サイズ：W60×H40cm
ちょっと横になりたいときに最適なサイズのお昼寝マット。
吸汗速乾効果があり、さらっと快適にお使いいただけます。

クール ブランケット Airport
価格：1,580円

パイル生地が気持ちいい、
冷感ブランケットです。

クール 低反発クッション Mahalo
価格：980円／サイズ： W40×D10×H18.5cm

枕としてはもちろん、腰当としても
活躍してくれる低反発クッション。
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■火照った体をクールダウンしてくれる
「暑さ対策グッズ」

水に濡らすだけでひんやりとした涼感を味わえる特殊素材の薄手タ
オルや、氷を入れればすぐに使えるアイスバッグ、大胆デザインの
扇子など、さまざまなデザインの冷感グッズを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 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。

その他 暑さ対策グッズ

■大胆デザインの「扇子」各種

バッグの中でも場所を取らず、暑い日に大活躍する扇子。
オーサムストアらしい大胆なデザインが目を引きます。

扇子 Border
価格：290円

扇子 Pink Grapefruit
価格：290円

扇子 Anemone
価格：290円

■氷を入れて即冷感！「アイスバッグ」各種

温冷どちらにも使える氷袋。発熱時や身体の一部のクー
ルダウンに。

クールタオル
サイズ：各W80×H30cm

水に濡らして絞るだけで、暑い夏でもひんやり。風に当てて振ると冷
たさが戻るので、繰り返し使用できます。

クールタオル Starry
価格：290円

クールタオル Geometric
価格：290円

クールタオル Cheer
価格：290円

アイスバッグ Starry
価格：290円

※7月上旬入荷予定

アイスバッグ Logo
価格：290円
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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7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
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