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日本 橋で 働く大人のための春スタイル！

コレド日 本 橋
COREDO 日本橋 15th Anniversary

名物店員が「推しグルメ」を紹介！

雑貨店スタッフが選ぶワタシの店レコメン！
雑貨店のスタッフが選ぶイチオシポイント！

COREDO STAFF SNAP at

日本橋

コレド日本橋のアパレルスタッフによる春コーデを紹介！
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COREDO 日本橋の名物店員＆名物グルメ
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Q.
あなたがこの春、
始めてみたいことは
何ですか？

始めて英語
を

食事

日本 橋ワーカーズのライフスタイルマガジン

コレド日本橋のスタッフに質問

COREDO日本橋の名物店員＆名物グルメ

コレド日本橋の名物店員が、自分のお店の「推しグルメ」を紹介！

ば ん こ で ん

Shop.01

盤古殿〔中華料理〕

Shop.03

ピッツェリア ダ チーボ〔ピッツェリア・イタリアン〕

Question.

Question.

Q. あなたの仕事内容は？ 仕入れから、

Q. あなたの仕事内容は？ 店長なので

ほかのシェフの料理チェック、メイン料理

ホール業務から従業員指導、ドリンク開

の調理を行っています。

発まで幅広く行っています。

Q. このお店の魅力は？ ワーカーのお客

Q. このお店の魅力は？ お店の内装の写

様が多いので、味はもちろん、料理の美

真や家具はすべてイタリアの物。雰囲気

しさ、スピード感を重視しています。

を味わいながら料理を食べられます。

Q. おすすめグルメは？ 柔らかく、ジュー

Q. おすすめグルメは？イタリア産のトマ

シーなカナダ産高級ダックを使用。自家

ト、モッツァレラチーズを使い、
400度以上

製の甘口、辛口ソースと相性抜群です。

の高温の石窯でさっと焼き上げました。

中はジューシー、外はパリパリ

RECOMMEND STAFF

RECOMMEND STAFF

つるちゃん
（25）
マネージャー

呉（51）
料理長
SHOP DATA：☎03-6281-9991／コレド日本橋4F／月～金 11:00～15:00
（L.O.14:30）
、
17:00～23:00
（L.O.22:00）
、土・日・祝
11:00〜22:00(L.O.21:00)

サクサクのピッツァは絶品

MENU DATA：自家製 北京ダック／￥6,380

SHOP DATA：☎03-3272-6855／コレド日本橋４F／月～金 11:00～15:30
（L.O.14:40）
、
17:30～23:00
（L.O.22:00）
、土・日・祝
11:00～15:30
（L.O.14:40）
、
17:30～22:00
（L.O.21:00）

と ん

Shop.02

タイレストラン 沌〔タイ料理〕

Shop.04

Question.

Q. あなたの仕事内容は？ 接客、調理、

配膳が主な仕事。常に笑顔で、素早く

発注など担当しています。常に写真を撮

料理を提供できるよう心がけています。

りたくなる盛り付けを意識しています。

Q. このお店の魅力は？ハーブ、香辛料、

Q. このお店の魅力は？ ほかの店舗に比

調味料はすべてタイから直輸入。タイ人

べて席数が多く、長居しやすく落ち着け

シェフが作る本場の味を堪能できます。

る空間です。

Q. おすすめグルメは？ クィッティオイ

Q. おすすめグルメは？ 季節に応じたお

サーンをベースに生のグリーンペッパー

すすめのスープに、パン又はご飯とドリ

とブラックペッパーを加えた麺料理。

ンクを付けたお得なセット。

やみつきになる辛さ
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スープストック トーキョー〔スープ専門店〕

Question.

Q. あなたの仕事内容は？ 料理の注文、

MENU DATA：辛 口鶏煮込みそば／￥990
（ランチ）
、
￥1,100
（ディナー）

MENU DATA：水 牛 モッツァレラの マ ル ゲリータ
D.O.C.／￥1,850

2月はトマトと鶏肉のシチュー

RECOMMEND STAFF

RECOMMEND STAFF

左から、
プップ（27）ヌー（34）
フロアスタッフ

萌ちゃん（25）
アシスタントマネージャー

SHOP DATA：☎03-6225-2891／コレド日本橋4F／月～金 11:00〜16:00(L.O.15:30)、
16:00〜23:00(L.O.22:00)、土・日・祝
11:00〜16:00(L.O.15:00)、
16:00〜22:00(L.O.21:00)

MENU DATA：季節のスープセット／￥1,023
※季節のスープは店舗へ直接お問い合わせください。

SHOP DATA：☎03-3231-5621／コレド日本橋B1／月～金 8:00～22:00
（L.O.21:30）
、土・日・祝 10:00～21:00
（L.O.20:30）
※掲載価格は消費税(本体価格の10%)を含んだ総額表示となっております。
※軽減税率対象商品の場合、総額が異なります。
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雑貨店スタッフが選ぶ

2F

3F

北欧発のコンフォート
シューズブランド。最高
の履き心地を追求した
商品を多数ご用意。
kazuya

数多くの雑貨店が揃うコレド日本橋。
スタッフが選ぶ、自分のお店の項目別ベストを紹介！

ワタシの店レコメン！
3F

コスメやウエア、ステー
ショナリーなど、国内外
問わず幅広い商品を展
開しています。
ありんこ

2F

3F

機能性や着心地を重視
した、スタイリッシュなデ
ザインのニューインナー
ウエアブランド。
マキ

ユナイテッドアローズに
よるシューズブランド。洗
練された大人の女性の
ためのシューズを展開。
SHIBU

3F

シンプルなデザインで
厳選した原料を使用し
たコスメやライフスタイ
ル雑貨のお店。
ハナコ

世界各国から買いつけ
た生地を使い、自社工
場で丁寧に作り上げた
商品が豊富です。
千田

Q1.

ST.1 HYBRID (¥36,300)
独自の製造技術で作った、ビジネスマン向けのス
ニーカー。インディゴブルーと白の相性も◎

NOBANA フェイスマスクギフト 野イチゴとカモミール
（￥550）
春らしい野イチゴとカモミールの香りの入浴剤と潤
いたっぷりなフェイスマスクのセット。

HELLO KITTY L-SLEEVE TOP
（￥4,400）
、
FLARE PANTS
（¥4,950）
大人の女性が着られるキティちゃんのラウンジウエ
アシリーズ。綿100％なので肌触りが良いです。

フラットシューズ (¥18,700)
一足は持っておきたいソフトな履き心地。足首周
りがスッキリ見えるVカットは春にぴったり。

ハーバルサンプロテクトクリーム
（￥1,496）
白浮きしにくく、石鹸で落とせる日焼け止め。春か
ら紫外線が強くなるのでおすすめです。

今季のおすすめは？

今季のおすすめは？

Q1.

ピロケース
（各￥1,408）
、枕
（￥1,078〜）
肌触りの良い綿100％を使用した春色のリバティプ
リント。布団カバーも同じ柄を展開中。

Q2.

SHAPE 45 POINTY (¥25,300)

フェルナンダ フレグランスボディミストマリアリゲル
（￥1,540）

シアーライトブラ
（各￥5,280）

職人の手で丁寧に仕上げた上質なレザーを使用
したパンプス。クッション性があり疲れにくいです。

ジャスミンなどの甘美で豊かな香り。男性・女性
問わず気分を上げてくれること間違いなしです。

カップ脇のチュールネットがサイドからプッシュアッ
プ。自然で美しいバストラインを作ります。

バレリーナシューズ (¥16,500)
コンビデザインに目が引く、リピーター多数の木型。
春の新作はパステル×スムース素材です。

バランシングフェイスオイル ラベンダー/ゼラニウム 30ml
（￥1,870）
化粧水前の導入液。少量を手に取り、やさしくプ
レスするだけで、柔らかな肌に導きます。

クルーネックシャツ
（￥6,930）
、
ワイドパンツ
（￥6,490）

このお店の一番人気は？

このお店の一番人気は？

Q2.

最高級リネンを100％使用。チクチクせず、保温性
が強いのでリピーター続出です。

Q3.

気軽に入れる開放感のある店内

季節のおすすめグッズコーナー

ラグジュアリー感を残しつつ、お客様が入りやすい
ようにオープンなつくりになっています。

今は春のおすすめグッズを中心に置いています。
コスメや雑貨などギフトにおすすめです。

入りたいと思うキャッチーな店内
商品を探しやすく、お店全体がきれいに見えるよう、
商品は色の並びを揃えて配置しています。

日本製にこだわったシューズ

店舗前のディスプレイ

豊富なカバーリング類

一つひとつ職人の手作業により作られています。
クッション性も良く履き心地も安心感も抜群です。

売れ筋からおすすめまで商品を2ヵ月ごとに配置し
ています。気になる商品が見つかるはず。

すべて自社で製造しているので、上質で丈夫なの
に低価格で販売できます。

Q4.

マダムキラー・Q太郎さん
女性と楽しくお話をするのが得意。お客様の普段
着ている洋服を聞いて、ぴったりの靴を提案します。

お店のムードメーカー・バレリーナさん

お母さん的な存在・カツさん

いつも明るく元気に店内を飛び回っています。お
客様と一緒にギフトを選ぶ姿を良く見かけますね。

お客様はリピーターの方が多いので、フィッティン
グ中などにプライベートな相談までしている方も。

トータルコーデが得意なERIさん
実際にお店に足を運んでいただいたお客様には、
洋服のトレンドも絡めて、最適な一足を提案します。

癒し系キャラ・マキコさん
いつもやさしい雰囲気で話すので、心地よい接客
を味わえます。ゆったり買い物を楽しめますね。

商品知識が豊富な染谷さん

商品に詳しいので、頼りになる存在。ほかのスタッ
フが困っていると助けてくれます。

このお店の名物スタッフは？

このお店の名物スタッフは？

Q4.

このお店のこだわりは？

このお店のこだわりは？

Q3.

※掲載価格は消費税(本体価格の10%)を含んだ総額表示となっております。
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COREDO STAFF SNAP at 日本橋
Shop.01

コレド日本橋のアパレルスタッフ6名がおすすめ春コーデを紹介！
日本橋の街でスナップしました。

Shop.02

Shop.03
愛理

Q1. このお店の魅力・特徴は？

Q1. このお店の魅力・特徴は？

Q1. このお店の魅力・特徴は？

大人の女性が休日でも仕事の日でも使
えるアイテムが豊富です。幅広いジャン
ルのブランドを取り扱っています。

日本橋という立地なので機能性に優れ、
着心地も良く、仕事用でも普段用でも使
えるアイテムが多数あります。

Q2. ブランドの今季の特徴は？

Q2. ブランドの今季の特徴は？

“ADIEU TRISTESSE”やオフィスカジュア
ルとして使えるセレクトアイテムを多数取
り扱いしています。

パリをイメージした“フレンチシック”が
テーマ。肌見せやシャツなどヘルシー
ビューティーコーデを提案してます。

Q3. 今日のコーデのポイントは？

Q3. 今日のコーデのポイントは？

バランスと自然な美しさを追求したスタイ
ル提案をします。ベーシックなアイテム
が多く、着回しのしやすさが特徴です。

Q2. ブランドの今季の特徴は？
世の中がサステナブルな流れなので、
今季は自然でやわらかく淡い色味のア
イテムを中心に展開しています。

Q3. 今日のコーデのポイントは？

春らしい
大人カジ
ュアルコー
デ

ダブルボタンはウエストが締まって、スッ
キリ見せられます。マニッシュなジャケッ
トにフレアスカートを合わせ女性らしく。

ギャザーやウエストマーク、袖口を調節
できるので自分好みに着られます。デニ
ムと合わせて遊び心をプラスしました。

Q4. 日本橋のいいところは？

Q4. 日本橋のいいところは？

Q4. 日本橋のいいところは？

日本橋のお客様はお目が高く、お話しし
ていると日々新しい発見があります。

外観がかっこ良く、魅力的な建造物が多
い。美しい街並みです。

アパレルから老舗の飲食店まであり、お
出かけは日本橋ですべて完結します。

1F

ノーカラーのトレンチコートが主役。中を
見せて着たり、ベルトで閉めたり、コーデ
によって雰囲気を変えるのがおすすめ。

2F

(※)／ニット
(※)／スカート
(※)／バッグ
ジャケット
（￥20,900）
（￥10,450）
（￥16,500）
(※)／サンダル
（￥22,000）
（￥19,800）

イル
オフィススタ
春を意識した

リナ

ワントー
ンでやさ
しい印象
に

アミ

1F

コート
（￥39,600）
／パンツ
（￥15,400）
／バッグ
（￥25,300）
／靴
（￥19,580）

コート
（￥57,200）／シャツ（￥19,800）／スカート
（￥26,400）／バッグ（￥17,600）
／パンプス
（￥19,800）

※ジャケット、ニット、スカート、バッグは3月上旬から販売予定。

Shop.05

肩の力を抜いたリラックスさとクリーンな
スタイルがテーマ。カジュアルをプラスし
たオフィススタイルを提案しています。

あやか

Q1. このお店の魅力・特徴は？

Q1. このお店の魅力・特徴は？

“女性らしさ”をポイントにやわらかい素材
やカラーのアイテムが中心です。女性ら
しいトータルコーデを提案します。

履きやすさやシルエットにこだわったパ
ンツが有名です。
オフィスでも使える、
セッ
トアップなど幅広くご用意しています。

Q2. ブランドの今季の特徴は？
着心地が良く、透け感のあるシースルー
素材が人気。パープルやピスタチオグ
リーンのような春らしいカラーが特徴です。

トレンドのゼブラ
柄×透け感をプラ
ス

Q2. ブランドの今季の特徴は？

ルな雰囲気に
着崩さずクラシカ

Q1. このお店の魅力・特徴は？
コレド日本橋の中でも広いお店です。環
境を意識したサステナビリティな商品に
も力を入れています。

Shop.06

ゆりか

Q2. ブランドの今季の特徴は？
ミントカラーや輪郭をはっきりさせるシル
エットのアイテムを揃えています。人気
のキュロットもおすすめです。

Q3. 今日のコーデのポイントは？

Q3. 今日のコーデのポイントは？

冬も人気だったシャツドレスは一枚でも
さまになります。前を開けて、白Tとデニ
ムで合わせてカジュアルに着るのも◎

女性らしいふわっとしたゼブラ柄スカート。
トレンドのシースルーブラウスと合わせ
てやわらかいカラーに落とし込みました。

Q4. 日本橋のいいところは？

Q4. 日本橋のいいところは？

Q4. 日本橋のいいところは？

歩いて回れる距離にお店があり、騒がし
くないのでゆっくり買い物ができます。

有名店から隠れた名店まで、
閑静でおい
しいお店がたくさんあります。

日本橋で買い物をしている奥様たちはお
しゃれの感度が高く、勉強になります。

2F

1F
(※)／サンダル
(※)
シャツ
（￥16,400）
（￥16,400）
※シャツ、サンダルは2月27日(木)から販売予定。

06 COREDO GRAFFITI

(※)／シャツ
(※)／バッグ
(※)／パンプス
スカート
（￥23,100）
（￥19,800）
（￥86,900）
(※)
（￥22,000）
※すべて2月下旬から販売予定。

ント
けるのがポイ
色で緩急を付

Shop.04
アキコ

Q3. 今日のコーデのポイントは？
ブラウンのコクーンコートに、細身の黒い
パンツでメリハリを付けて上品なコーデ
に。インナーでアクセントを付けました。

1F
コート
（￥53,900）
／シャツ
（￥20,900）
／パンツ
（￥19,800）
※掲載価格は消費税(本体価格の10%)を含んだ総額表示となっております。
※金額表記のないアイテムは参考商品です。
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