コレド日本橋と雑誌『東京グラフィティ』
がコラボレーション!!

日本 橋ワーカーズのライフスタイルマガジン

《Vol.2》

COREDO日本橋
AUTUMNコレクション
日本 橋で 働く人たちの
イチオシ秋 物が 登 場！

COREDO 日本橋 15th Anniversary

アパレル STAFF 大解剖

COREDO 日本橋 STAFF SNAP
日本橋ワーカーの

カバンの中身大調査！
日本橋に集結！

NIHONBASHI ご当地自慢
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Shop.01

3

2F

スカート
（￥23,000＋消費税）／カットソー
（￥14,000＋消費税）／イヤリング（¥9,500＋消
費税）／バッグ（￥22,000＋消費税）／靴
（￥24,000＋消費税）
みさ

1

アパレルスタッフとしての
座右の銘は？

2

今日のコーデの
ポイントは？

揺れ感がエレガントなプリーツスカー
トが主役。甘くなりすぎないように厚
手のニットでメリハリをつけました。

ブランドの今季のテーマ・
おすすめポイントは？

プリーツスカートにボーダーの合わ
せなど、遊びを加えられる大人の女
性像“Good girl”が今季のテーマです。

4

他店とは違う、日本橋店
の特徴とは？

日本橋の雰囲気に合わせて高級感が
ありつつ、お客様が落ち着いて買い
物ができる空間になっています。

5

日本橋店のスタッフの
特徴は？

多様な年齢層、職業の方がご来店さ
れる日本橋店では、お客様との会話

を自然と楽しめるスタッフが多いです。

3

ブランドの今季のテーマ・
おすすめポイントは？

今季はアースカラーやニュートラルカ
ラーのモダンでシックなコレクション。ト
レンドのリラックスシルエットも豊富です。

4

他店とは違う、日本橋店
の特徴とは？

コレド日本橋の中でも店内が一番広
いのが特徴です。ゆったりお気に入り
のアイテムを見つけられます。

5

日本橋店のスタッフの
特徴は？

幅広い年齢層のお客様に合わせ、20
代 〜50代までのスタッフが います。

Shop.03
2F

（※）
／ノースリーブセー
カーディガン
（¥9,990）
（※）
（※）
／パンツ
（￥13,400）
ター
（￥7,990）
※掲載価格は消費税を含んだ総額表示となってお

ります。

（※）すべて８月29日(木)から販売予定

1

アパレルスタッフとしての
座右の銘は？

2

今日のコーデの
ポイントは？

スタイルアップ効果のあるロングカー
ディガンを千鳥柄のトップスと合わせ
てモノトーンシックにまとめました。

洋服のこと以外でもご相談ください。

COREDO 日本橋

アパレルST

注目のアパレルス
座右の銘や日本橋店の

Shop.02
1F

シャツ
（￥23,000＋消費税）
／パンツ
（￥18,000
＋消費税）／イヤリング（￥6,500＋消費税）／
バングル
（￥8,000＋消費税）
／バッグ
（￥40,000
＋消費税）
／靴
（￥19,000＋消費税）
愛理

1

3

ブランドの今季のテーマ・
おすすめポイントは？

今季はシャツタイプのセットアップが
豊富です。ほかのアイテムと組み合

アパレルスタッフとしての
座右の銘は？

わせられ、着回しがきくのも魅力です。

4

他店とは違う、日本橋店
の特徴とは？

日本橋はオフィス街なので、ほかの店
舗に比べてビジネスシーンでも使える
アイテムを広く打ち出しています。

2

AFF大解剖

タッフを大解剖！
魅力などを聞きました。

3

ブランドの今季のテーマ・
おすすめポイントは？

今季は太陽や空、海、大地、石など
自然の色が交わる、カラーや柄のア

Shop.04
1F

ニット
（￥23,000＋消 費 税 ）(※) ／ パンツ
(※)
（￥28,000＋消費税）
（※）ニットは10月上旬から10月中旬まで販売予定
（※）パンツは9月上旬から9月中旬まで販売予定

みく

イテムを多数取り扱っています。

4

1

アパレルスタッフとしての
座右の銘は？

2

今日のコーデの
ポイントは？

他店とは違う、日本橋店
の特徴とは？

オリジナルからインポートまで多数の
グッズを販売中。シーズン毎に商品
が増えるのでチェックしてください。

今日のコーデの
ポイントは？

無地のセットアップなので、アクセサ
リーやパイソン柄を取り入れてアクセ
ントに。ロールアップや前開けも◎。

秋に向けて暖色のざっくりニットを取
り入れました。レザー素材のパンツと
合わせて大人の女性らしさを演出！

5

日本橋店のスタッフの
特徴は？

スタッフによって得意なジャンルがあ

り、個性豊かなスタッフが多いです。
お客様への提案の幅も広がります。

5

日本橋店のスタッフの
特徴は？

頻繁に食事に出かけるほど仲が良く、

明るくフレンドリーなスタッフがそろっ
ています。

※掲載価格は消費税を含まない金額となります。店頭では税込価格で表記している場合がございます。また増税に伴い、予告なく販売価格が変更になる場合がございます。
※金額表記のないアイテムは参考商品です。
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日本橋ワーカーの
日本橋で働く人たちのカバンの中身を見せてもらいました

COREDO日本橋
STAFFSNAP

No.01

したお財布

(※)ブラウス、スカートは9月初旬から10月まで販売予定
(※)バッグ、パンプスは12月まで販売予定

フレアシルエットがポイン
ト。フォーマルにもガーリー
にも着こなせます。

mio mioで購入した手帳。受付の仕事
はシフト制なので、スケジュール帳に書
き込んでしっかり管理。

夏は大活躍の
アイテム！
かじちゃん／受付
韓国のカフェや辛い食べ物、アイ
ドルが大好きな社会人２年目。

気遣いが大切！

ちょっとした

読む本たち

通勤時に

社長の考え方に共感

会社に向かうときは、今度打ち合わせ
をする方の本を読みます。帰りは疲れ
ちゃうので、漫画を読むことも。

行き詰まった
リナ ／ ジャケット（￥29,000＋消 費 税 ）(※) ／ ブ ラウ ス
（￥16,000＋消費税）(※)／パンツ（￥19,000＋消費税）(※)／
絶 対 食べて欲しい日本 橋グ ルメは？「TOUCH-AND-GO
COFFEEのコーヒー」

ナ ナ ／ アン サンブ ル（￥22,000＋消 費 税 ）／ スカ ート
（￥16,000＋消費税）／ブーツ（￥39,000＋消費税）／絶対
食べて欲しい日本橋グルメは？「和食屋の惣菜 えんのお惣
菜」

B1
成珠／チュニック（￥3,900＋消費税）／パンツ（￥3,900＋
消費税）／パンプス（￥2,500＋消費税）／絶対食べて欲し
い日本橋グルメは？「築地銀だこのてりたま」

（※）ジャケットは9月5日(木)から販売予定
（※）ブラウス、パンツは8月29日(木)から販売予定

ときに使う
コレド日本橋で買ったアロマスプレー。
考えが行き詰まったときに頭や服にふり
かけてリラックスします。

飲み会のお金を幹事
に渡すときなど、封
筒にシールを貼って
渡します。 みんなに
かわいいと喜ばれる
んです！

中な
休日はハンドボ�ルに夢
の
WASEDA NEO女子
カバンの中身

打ち合わ せでいろんな人に会うので、
香りが強すぎないものをセレクトしまし
た。出勤前に身につけます。

後ろが長いのでお尻を隠
せます。前をインするとメ
リハリがついて◎。

1F

No.02

夏はさっぱり系の香りに

前 田 裕 二さんの本を読んで
から、セミナーの打ち合わせ
などはメモを整理しています。
考えがクリアになります。

2F

去年の誕生日に職場の先輩
からプレゼントしてもらいま
した。デ ザインがかっこ良く
てお気に入りです。

新大久保で購入したミニ扇風機。涼し
い色合いと周りが光るのがお気に入り
です。夏祭りや花火大会に便利！

メモの魔力を実践！

アシンメトリーに肩がけし、
少し肌が見えるように着こ
なすのがトレンドです。

仕事では、コスメキッチンの薄い色
を使い、仕事が終わったらCHANEL
のリップに変えて出かけます。

貰い物

YUKI／ ブ ラ ウ ス（ ￥11,000＋ 消 費 税 ）(※) ／ ス カ ート
（￥12,000＋消費税）(※)／バッグ（￥15,800＋消費税）(※)
／パンプス（￥16,500＋消費税）(※)／絶対食べて欲しい日
本橋グルメは？「タイレストラン 沌のグリーンカレー」

プライベート用

先輩からの

1F

コレド日本橋の人気ショップスタッフが
秋のトレンドアイテムを紹介。

韓国の本屋さんで表紙に一
目惚れして購入。詩集はライ
トに読めるので、韓国語の勉
強用として。

仕事用と

スケジュール

衿ぐりと袖口がフェミニン
なデザインなので、一枚着
としても着られます。

ミニサイズのお財布が欲しく
てアニエスベーで4時間ほど
悩んで購入しました。大事に
使っています。

管理が大切！

アクセントにスカ�フを
コレド日本橋受付ガ�ルの
カバンの中身

2019 AUTUMN

おしゃれなスタッフが紹介する
ファッションコーディネート
スナップ

韓国語の勉強に

初任給で購入

以 前 公 演 で 社 長 の 話 を聞 い てから、
MOTHERHOUSEの名刺入れを使って
います。元気になれる赤色を選びました。

はるひ／会社員
セミナーを企画するWASEDA NEO
に勤務。趣味はハンドボール。

※掲載価格は消費税を含まない金額となります。店頭では税込価格で表記している場合がございます。また増税に伴い、予告なく販売価格が変更になる場合がございます。
※金額表記のないアイテムは参考商品です。
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祇園村田の生麩
味噌田楽

山形県

十日町市

京都府

￥880+消費税

FROM

FROM

FROM

(新潟県)

十日町伝承絣

4F 京都 石塀小路 豆ちゃ

￥698,000+消費税

生麩のフワフワの食感が魅力！

3F きもの工房まつや

京都から取り寄せた生麩に自家製玉味噌をか
けた一品。よもぎとあわの生麩はデザート感
覚で食べられるヘルシーな料理です。

十日町唯一の伝統工芸品
経糸と緯糸だけで表現した絣模様
は光沢と風合いのある織物です。
当店では幅広い色合いの十日町絣
を取り扱っています。

FROM

松江市

￥3,000+消費税

4F とんかつと豚肉料理

松平不昧公好み
皆美家伝 「鯛めし」

(島根県)

金華豚特厚ロースかつ膳
平田牧場

￥2,600＋消費税

金華豚の旨味をご堪能ください

4F 松江の味 日本橋皆美

山形県のお米を食べさせて育った金華豚は肉質が良
く、甘さが特徴です。甘口、辛口のソースとの相性も

FROM

120年続く伝統の味

丸森町

松江の「皆美館」初代料理長が考案した名物。
松江の食材で作る鯛めしに、鯛の出汁をかけ

ロティサリー
ハーフチキン（伊達鶏）

※小鉢、八寸がセットの価格です

FROM

￥1,750+消費税

選りすぐりのご当地アイテムを
コレド日本橋のスタッフが紹介！

広陵町

レディース￥1,100＋消費税
メンズ￥800＋消費税

※ご飯、味噌汁、漬物がセットの価格です

(宮城県)

てお召し上がりください。

タビボーダーソックス

抜群です。

(奈良県)

4F ロティサリーバール ダパウロ
丸ごと焼き上げた伊達鶏は絶品！
シ ェ フ の 故 郷 の 特 産 品、 伊 達 鶏 を 長 時 間 か け て

3F タビオ

ジューシーに焼き上げました。しっとりしたチキン
は女性でもぺろりと食べられます。

カップルへのギフトにおすすめ！
靴下の国内生産日本一を誇る広陵町で作られた履き心地に
こだわったアイテム。靴を脱いでもかわいいデザインです。

FROM

山梨県

FROM

伊勢市
(三重県)

FROM

松阪市
(三重県)

松阪サーロイン
￥3,980+消費税
4F 焼肉やまと

精肉店直営だから味わえる味
精肉店直営だから新鮮で上質なお肉を
ご提供できます。アンコールペッパー
とトリュフ塩で素材の味をお楽しみく
ださい。
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おいせさん バスソルト
お浄め風呂神塩
各￥400+消費税
3F コスメキッチン

伊勢を感じられるアイテム
伊勢神宮で清められたお塩を使った日本製のバ
スソルト。お仕事で疲れたときにリフレッシュ
できます。

モイスチャー
ハーバルウォーター
110ml
￥1,620+消費税

3F マークスアンドウェブ
安心して使える日本製化粧水
富士山の伏流水を使用した高保湿化
粧水。
3種のヒト型セラミドやザク
ロ花エキスなどを配合し、みずみず
しく透明感のある肌へと導きます。

※掲載価格は消費税を含まない金額となります。店頭では税込価格で表記している場合がございます。また増税に伴い、予告なく販売価格が変更になる場合がございます。
※テイクアウトの場合、税率が異なります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
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1,000 yen
1,000 yen

PICK UP

