
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、おうちでハロウィーンを満喫できる新作グッズ各種を、全国の
「AWESOME STORE」店舗、およびオンラインショップにて9月4日（金）より展開いたします。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
今年のハロウィーンは、新型コロナウイルスの影響により、三密を避けた巣ごもり的ホームパーティースタイルが多く

のご家庭で検討されています。AWESOME STORE（オーサムストア）では、そんな「おうちハロウィーン」での仮装や
パーティーを手軽に実現できる、低価格ながらデザイン性に優れたアイテムを集めたフェアを、9月4日（金）よりスター
トいたします！
お部屋を一気にハロウィーンのパーティー会場に変えてくれるデコレーションアイテムや食器類をはじめ、キッズコス

チュームやワンポイント仮装アイテム、さらにペット用コスチュームに至るまで、さまざまなハロウィーン関連アイテム
を、驚きの価格帯で展開いたします。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。

『オーサムストア的 おうちハロウィーン』特設ページ
https://www.awesomestore.jp/ext/feature200904.html

2020年9月4日
株式会社レプレゼント

「パーティー」から「仮装」まで、様々なアイテムをご用意！
キュート＆低価格グッズで、『おうちハロウィーン』を思いっきり楽しもう！

今年は「おうちハロウィーン」！
おてがる派、こだわり派、みんなが楽しめる
『オーサムストア的ハロウィーン』をご提案！

＜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/feature200904.html
mailto:pr@represent-as.jp


パーティーグッズ

日常空間を「ハロウィーン」一色に！

手軽なシーンも、こだわったパーティーも
「#おうちハロウィーン」の雰囲気作りができる

新作アイテムがいっぱい！
さぁ、パーティー会場を彩りましょう！

※価格はすべて税抜き表記です。

■テーブルウェア

卓上を楽しく彩る食器たち。カラフルなオリジナルテーブル
ウェアで、ハロウィーン気分を盛り上げましょう！

ペーパーナプキン
Halloween Party

価格：98円／20枚入り

＜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

ペーパープレート
Halloween Party
価格：98円／8枚入り

ハニカムストロー
価格：150円／6本入り

ペーパーコースター 4P
価格：各98円／各4枚入り

ペーパーカップ Halloween Party
価格：98円／8個入り

ポップコーンカップ 2P Halloween
価格：190円／2個入り

ペーパープレート
Halloween Night
価格：98円／8枚入り
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パーティーグッズ

※価格はすべて税抜き表記です。

■デコレーショングッズ

大小さまざまな、デコレーションアイテム。木製の置物やライトアッ
プするガーランドで、自分だけのハロウィーンを演出しましょう！

ウッド LEDボックス Halloween
価格：980円／ライトアップ機能付き

フェルトガーランド Hal Logo 20
価格：290円

■フェルト デコレーショングッズ

温もりを感じるやさしい質感とデザインの、フェルト製デコレーショ
ン。1点置くだけでも、手軽に部屋を演出できる万能アイテムです！

＜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

ウッドデコ Jack & Ghost
価格：390円

ウッドデコ Happy Halloween
価格：490円

フェルトガーランド Hal Party
価格：290円

フェルトリース Hal
価格：290円

フェルト ウェルカムプレート
価格：290円

フラッシュボンボントイ
（Jack、Ghost）
価格：各190円

ライトアップ機能付き

スティックバルーン
（Jack／Ghost）
価格：各190円

ウッド LEDガーランド
Halloween
価格：690円

ライトアップ機能付き

フェルト Kuloe
Halloween Party

価格：220円

ハロウィーン バルーン 6P
価格：98円／6個入り

ペーパーランタン Jack
価格：190 円

サイズ： φ36×H29cm
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キッズコスチューム
Mermaid
価格：980円
サイズ：110

身長：105～115cm

キッズコスチューム
Fairy

価格：980円
サイズ：110

身長：105～115cm

キッズコスチューム
Black Cat
価格：980円
サイズ：110

身長：105～115cm

キッズコスチューム
Shieldman

価格：1,280円
サイズ：110

身長：105～115cm

キッズコスチューム
Pirate

価格：1,280円
サイズ：110

身長：105～115cm

■キッズコスチューム

思いっきりハロウィーンをエンジョイするための、新作をご用意！
女の子用、男の子用があり、手軽に仮装を楽しめます！

コスチューム

「おうちハロウィーン」コスチューム！

毎年、大好評のコスチュームグッズ。
キッズ用コスチュームや、

大人も楽しめる様々な小物をご用意しました。
キュートな衣装で、おうちハロウィーンを楽しもう！

※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

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

mailto:pr@represent-as.jp


ペット アクセサリー
Devil Wing
価格：290円

バンド：約30～55cm
（調節可能）

■コスチューム小物

ヘッドバンドやグラスといった、ワンポイントで仮装が楽しめる小
物も充実！おうちパーティーに最適です！

コスチューム

※価格はすべて税抜き表記です。

パーティーグラス（Ghost、Jack）
価格：各290円

ペット ヘッドギア Pumpkin
価格：390円

サイズ：猫、小～中型犬向け

猫じゃらし Pumpkin
価格：190円

■ペット用グッズ

大切なペットと一緒にハロウィーンを楽しみたい！そんなご要望にお応
えして、被り物からコスチュームまで、さまざまなアイテムをご用意し
ています！

＜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

上）ライティンググラッシーズ ハロウィン
※ライトアップ機能付き

価格：290円

パーティースティック（Fairy、Shell）
価格：各190円

キッズコスチュームと組み合わせて使える仮装用スティックです。

左上）パーティーカチューシャ Witch
※ライトアップ機能付き

価格：290円

左）ヘッドバンド Bat
※ライトアップ機能付き

価格：290円

ペット コスチューム
Pirate

価格：890円
対応犬種：トイプードル、

マルチーズなど

ペット ヘッドギア Ghost
価格：390円

サイズ：猫、小～中型犬向け

ペット コスチューム
Shieldman
価格：890円

対応犬種：トイプードル、
マルチーズなど
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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9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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