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La vie en couleur
バルドロゼのこの春夏は、La vie en couleur
フランス語で彩りのある人生、色鮮やかな暮らし
というニュアンスの言葉からイメージしています。
日 本 語 の「 彩り」＝風 情 や 華 や かさを 添えると
いった意味合いを重ねました。
写真は、ソフトな質感がこなれた風合いを醸し出す
クロコ型押しのジェントルクロコシリーズです。
表 情を活 かすた めにシンプル なトートバッグに
仕上げています。
L a v i e e n r o s e 「 バ ラ色 の 人 生 」を 歌った
エディットピアフが有名ですが、その人生は少し
悲しい色だったようです。
La couleur de vie 「人生の色」を決めること
は出来ないけれど、毎日に彩りを添えることなら
出来そうです。
それは、今日持っていくバッグだったり、洋服だっ
たり、何気ない家族との会話だったり、もちろん、
良 いことばかりじゃない日々だって そ れ ぞ れに
彩りがあって、全てが重なっていくもので。
今日一日が何色かの糸で表せたとしたら、それ
を毎日少しずつ紡いでいくと、きっとそれが私の
人生の色。

ジェントルクロコ BR-4600 (トート大) 34/31/15 ¥21,000- / BR-4601 (トート小) 30/30/15 ¥18,900-

shop

HARAJUKU

2-18-7, JINGUMAE, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0001, JAPAN TEL. 03-5770-5253 OPEN 11:00 - 19:00
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〈雑誌掲載商品〉

BR-4730-SV

BR-4790-BE

RE-3333-BK

BR-4601-BL

カラフルレザー

ニットボーダー

ターンロック コットンリネンパテントレザー

ジェントルクロコ

Oggi 8月号
6/28発売

『パンツ特集』
『大扉』
『プチスリーブ』
『トリコロール配色』
28/35/15

28/44/14

26/34/14

30/30/15

￥22,890（税込）

￥16,800（税込）

￥23,100（税込）

￥18,900（税込）

BR-4202-REA

BR-4202-PI

RE-3052-BKA

BR-3850-LBA

ハーフムーンメタル

ハーフムーンメタル

セ・ラヴィ

ロックセット

with 8月号
6/28発売

『5着×10通りコーデ』
『お仕事OK!なカジュアルコーデ』
16/26/7

16/26/7

19/26/10

16/25/7

￥18,900（税込）

￥18,900（税込）

￥19,950（税込）

￥18,900（税込）

RE-3370-NVA

RE-2991-RE

BR-4204-BLM

ユーティリティ ジップ

ターンロック

ハーフムーンメタル

an an

マイナビ

5/29・6/12発売

6月上旬発売

『タイアップ』

『大人のファッション＆メイク』

26/33/14

29/31/15

23/28/11

￥24,990（税込）

￥27,825（税込）

￥29,925（税込）

RE-3291-LBE

RE-3130-WH

BR-4731-GO

RE-3361-CA

RE-3252-BK

カプリリゾート

パイソンリング

カラフルレザー

メタルアクセント

セ・ラヴィ パテントレザー

23/30/14

32/34/12

17/23/10

25/36/12

19/26/10

￥17,640（税込）

￥24,990（税込）

￥15,750（税込）

￥27,825（税込）

￥19,950（税込）
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〈雑誌掲載商品〉

BR-4592-CA

BR-4202-REA

BR-3853-WH

クリーミー

ハーフムーンメタル

ロックセット

REGALO
news

MAGA
ZiNE
information
16/25/7

16/26/7

19/26/10

￥19,950（税込）

￥18,900（税込）

￥24,990（税込）

REGALO
news

MAGA
ZiNE
information

PiC
K
UP

K
PiC P
U

BR-4730-SV

BR-4790-BE

カラフルレザー

ニットボーダー

トート大

舟型トート

28/35/15 ¥22,890-（税込）

28/44/14 ¥16,800-（税込）

PiC
K
UP

K
PiC P
U

BR-4601-BL

BR-4202-REA

ジェントルクロコ

ハーフムーンメタル

トート小

2wayミニショルダー

30/30/15 ¥18,900-（税込）

16/26/7 ¥18,900-（税込）
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〈雑誌掲載商品〉
〈TV使用商品〉

BR-4531-BE

BR-4210-CA

OH-3850-NV

SHE-1362-SV

シープファーム

パンチングレザー

メープル

カルマ

『あまちゃん』
毎週（月）
〜
（土）
8:00〜
NHK
26/32/12

27.5/36/10

30/34/24

9.4/12

￥11,970（税込）

￥24,675（税込）

￥36,750（税込）

￥14,490（税込）

RE-3260-BK

RE-3130-LGY

BR-4631-BK

MD-8491-OR

ヴィンテージミネルバ ノンウォッシュ

パイソンリング

リネンキャンバス

オルタナ カラー

『確証〜警視庁捜査3課〜』
毎週（月）20：00〜
TBS系列
30/40/12

32/34/12

22.5/31/11

28/33/16

￥47,250（税込）

￥24,990（税込）

￥18,900（税込）

￥18,900（税込）

RE-3321-BL

BR-4610-BE

BR-4491-GY

OH-3852-PI

コートダジュール

ファインメッシュ

ゴールドメタル

メープル

REGALO
news

TV

information

23/34/14

28.5/37/11

18/32/12.5

20/30/19

￥22,050（税込）

￥23,940（税込）

￥21,000（税込）

￥21,000（税込）

SHE-1452-BE

REE-1100-CA

RE-2980-CA

MD-8322-BK

フォルトゥーナ

パイソンフレーム

ターンロック コットンリネン

トクペラ

『潜入探偵 トカゲ』
毎週（木）21：00〜
TBS系列
9.5/11.8

10/19.6

26/34/14

24〜38/33/6

￥12,915（税込）

￥14,910（税込）

￥19,950（税込）

￥13,965（税込）
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〈TV使用商品〉

BR-4632-RE

OH-4242-BE

MD-8390-BL

BR-4202-OR

リネンキャンバス

ゴールドIVYテープキャンバス

ループ

ハーフムーンメタル

『雲の階段』
毎週（水）22：00〜
日本テレビ系列
17.5/29/7

29/45/18

40/32/12

16/26/7

￥17,640（税込）

￥16,065（税込）

￥27,300（税込）

￥18,900（税込）

OH-3856-BE

BR-4631-IV

OH-4221-IV

BR-4030-IV

メープル

リネンキャンバス

ナチュラルレザー

スウィングタッセル

『おでかけ日和』
毎週（土）9：55〜
フジテレビ系列
17.5/28/10

22.5/31/11

25/34/15

27.5/37/12

￥15,750（税込）

￥18,900（税込）

￥25,200（税込）

￥27,300（税込）

BR-4731-BL

MD-8342-BE

RE-3271-NV

MD-8351-BE

カラフルレザー

ディネ

パームビーチ

オルタナ D

『ガリレオ スピンオフ』
6月23日(日)
フジテレビ系列
17/23/10

10/18/6

25/28/15

33/43/16

￥15,750（税込）

￥11,550（税込）

￥26,250（税込）

￥18,690（税込）

RE-2992-BE

RE-3120-DBR

BR-4580-GY

OH-4241-YE

ターンロック

クレリック

ゴールドチャーム

ゴールドIVYテープキャンバス

『お父さんは２度死ぬ』
6月1日(土)
23:15〜 4回連続
NHK BSプレミアム
22/28/14

28/30/14

25/35/14

23/40/21

￥29,400（税込）

￥29,400（税込）

￥27,825（税込）

￥9,975（税込）

06

REGALO NEWS

2013年6月号 / vol.34

〈TV使用商品〉

BR-4203-BR

RE-2933-BE

BR-3852-BE

ハーフムーンメタル

ジョイクラシック

ロックセット

『DOCTORS
最強の名医
スペシャル』

『県庁おもてなし課』
5月11日(土)
ロードショー

6月1日
（土）
21:00〜23:25

映画
テレビ朝日系列
26/35/11

22/28/14

27/34/12

￥31,500（税込）

￥24,990（税込）

￥29,925（税込）

『TV使用番組リスト』
とは？
現在、放送中のドラマをメインに、TV番組やCMなど、
これから放送予定のものも含めてお知ら
せ致します。REGALOのバッグをいつ、誰が、
どこで、使っているのかをチェックして、
ファッション
の参考にしてみてください。各商品のお問い合わせは、
ショップまたはオンラインストアまで。

【shop REGALO 原宿】
tel. 03-5770-5253 / e-mail. talk@regalo-bag.co.jp
【ホームページ】
http://www.regalo-bag.co.jp
〈TV使用番組リスト〉
番組タイトル

放送局

放送日時

おもな出演者

NHK

毎週（月）〜（土）8:00〜

能年玲奈、小泉今日子、宮本信子、尾美としのり 他

空飛ぶ広報室

ＴＢＳ系列

毎週（日）21：00〜

新垣結衣、綾野剛、水野美紀、要潤

確証〜警視庁捜査3課〜

ＴＢＳ系列

毎週（月）20：00〜

高橋克実、榮倉菜々、設楽統、黒谷智花

日本テレビ系列

毎週（水）22：00〜

長谷川博巳、稲森いずみ、木村文乃

TBS系列

毎週（木）21：00〜

松田翔太、松岡昌宏、蓮佛美沙子

おでかけ日和

フジテレビ系列

毎週（土）9：55〜

ラストシンデレラ

フジテレビ系列

毎週（木）22:00〜

篠原涼子、三浦春馬、大塚寧々、飯島直子、藤木直人 他

ガリレオ

フジテレビ系列

6月23日(日)

福山雅治、吉高由里子、ハライチ澤部、柴咲コウ、北村一輝、渡辺いっけい 他

テレビ朝日系列

6月1日(土)
21:00〜23:15

沢村一樹、高嶋政伸、伊藤欄、野際陽子 他

NHK BSプレミアム

6月1日(土)
23:15〜

南沢奈保、麻生祐美、柾木玲弥、植原卓也、田中要次 他

映画

5月11日（土）ロードショー

あまちゃん

雲の階段
潜入探偵 トカゲ

スピンオフ

DOCTORS 最強の名医 スペシャル
お父さんは2度死ぬ
県庁おもてなし課

原日出子

他
他
他
他

他

錦戸亮、堀北真希、関めぐみ、船越英一郎

他

