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部屋ででバッグとと私私私私。。
*

新しいバッググを買った日はは、テテテーーテ
ブルの上にに置いて色んな方んな方な方方向向
から眺めるこことから。

前からのこの角度もいいけいい どどど、ど
ななめのこののラインもいいいなぁなぁなぁ。。。

しかも、このの色。やっぱりりこれこれこれをれを
選んで正解解。

しばし、眺めめたら中に入れれれるも
のの選択でです。

お財布、携帯帯、部屋の鍵、リップリップリッププ
にハンカチ。。まぁすっきりと余裕と余裕余裕裕
余裕。

でも、このままでは終わらないのいい
が悩みどころ、ついつい放放り込り込り込
んでしまう癖癖。

A4ファイルルも文庫本もメイク道ク道クク
具もマイ調味料なんかも、いついついつ
のまにかいっっぱいに。

「使わないけど入ってる安心心心心
感ってあるとと思う」などと理由ををををを
つけてもやっっぱり重い。

今年こそはは、すっきりと最と最最小荷小荷小荷小荷
物でがんばばります。

でも、このトートは、たくさん入入りりり
ますよというう顔で私に訴え訴えるのるのの
です。

そうして、部部屋でバッグとグとグとと私私私は
春から悩むのです。
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REGALO NEWS 2014年3月号 / vol.4302

〈雑誌掲載商品〉

BR-4201-GRM

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

BR-4972-BK

レクタングルロック

17/27/7

￥17,500 +税

REE-1161-DGR

フレンチキュイール

9.6/19.6

￥16,000 +税

STORY 5月号

3/27発売

『Beauty』

〈雑誌掲載商品〉

BR-4971-IV

レクタングルロック

17/28/13

￥21,000 +税

REE-1061-YE

ヴィンテージレザー ミネルバ

10.5/20.5

￥16,000 +税

BR-4201-GRM

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

RE-3582-DBE

オプティカル スタッズ

29/37

￥10,000 +税

RE-3571-BL

U

18/27/9

￥18,000 +税

美的 5月号

3/24発売

『優しい肌・Beauty』

steady 4月号

3/7発売

『フラットシューズ』

BR-4800-BKC

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

BR-4971-BL

レクタングルロック

17/28/13

￥21,000 +税

RE-3561-BL

ジオメトリック プレイ

20/26/16

￥21,800 +税

RE-3552-BE

ノーティカル

32/33/3

￥16,000 +税

with 5月号

3/28発売

『流行5着』

LEE 4月号

3/7発売

『バッグ特集』



〈今月のおすすめ〉

REGALO NEWS 2014年3月号 / vol.4303

BR-5061-WH

ブルーミング
トート小
32/42/12

¥12,800 +税

BR-4992-RE

ゴールドリング
2wayミニショルダー

17/27/7
¥15,000 +税

BR-4972-GYA

レクタングルロック
2wayミニショルダー

17/27/7
¥17,500 +税

BR-5011-IV

カットワークレース
天ファストート

27/44/10
¥12,000 +税

スタッフ
イチオシ！

スタッフ
イチオシ！

店　長
おすすめ

スタイリスト
大人気！！
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REGALO NEWS 2014年3月号 / vol.4304

〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

OH-7051-BR

エアリースムース

26/35/11

￥19,000 +税

BR-4812-BKA

スクエアロック

16/26/7

￥20,000 +税

BR-4201-BOM

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

BR-4720-BK

ストリングノット

35/37/10

￥28,000 +税

『明日、ママがいない』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列

 BR-4580-BK

ゴールドチャーム

25/35/14

￥26,500 +税

 RE-3203-CA

サンジェルマン デプレ

23/30/14

￥28,000 +税

RE-3452-PU

フレンチヌバック

18/27/9

￥20,000 +税

BR-4030-DBR

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥26,000 +税

BR-4034-BL

スウィングタッセル

21/32/7

￥18,000 +税

RE-3202-LGB

サンジェルマン デプレ

25/35/13

￥33,000 +税

BR-4592-CA

クリーミー

16/25/7

￥19,000 +税

『S-最後の警官-』

毎週（日）21:00～

TBS系列

RE-3540-BK

スラブリング グレンチェック

26/26/16

￥16,000 +税

『医龍4
～Team Medical Dragon～』

毎週（木）22:00～

フジテレビ系列

RE-3252-OR

セ･ラヴィ パテントレザー

19/26/10

￥19,000 +税

OH-4220-CA

ナチュラルレザー

31/42/18

￥28,000 +税

『夜のせんせい』

毎週（金）22:00～

TBS系列
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〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

MD-8391-BE

ループ

30/42/12

￥26,000 +税

BR-3853-WH

ロックセット

19/26/10

￥23,800 +税

BR-4581-IV

ゴールドチャーム

24/29/13

￥18,000 +税

BR-4740-BL

ソフトパイソン

34/31/15

￥20,000 +税

MD-8210-BR

コンビ

32/41/14.5

￥23,500 +税

SHE-1331-GO

モザイコ

9.5/19.5

￥12,000 +税

MD-8481-GR

エルソール feat ビブラム

37/34/16

￥19,000 +税

SHE-1440-GO

カリーノ

9.2/19.5

￥12,800 +税

MD-8490-LBL

オルタナカラー

33/43/17

￥21,000 +税

BR-4602-BE

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

OH-4220-BR

ナチュラルレザー

31/42/18

￥28,000 +税

BR-4532-CA

シープファーム

27/44/10

￥11,400 +税

 BR-4951-NV

パウダースノー

26/32/12

￥11,400 +税

RE-3451-DBR

フレンチヌバック

18/32/3

￥19,000 +税

『Dr.DMAT』

毎週（木）21:00～

TBS系列

開局５５周年記念
『ハンドベル卒業式』

3月16日（日）
13:45～

東海テレビ

BR-4921-GO

シャビーメタリック

16/29/9

￥15,000 +税

『今夜は心だけ抱いて』

3月4日（火）
23:15～スタート

NHK BSプレミアム
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〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

BR-4951-GY

パウダースノー

26/32/12

￥11,400 +税

BR-4860-BK

アニマルヘアー

16/25/7

￥20,000 +税

 BR-4202-REA

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

RE-3052-BKA

セ・ラヴィ

19/26/10

￥19,000 +税

RE-3451-GY

フレンチヌバック

18/32/3

￥19,000 +税

MD-8512-GY

キック

30/42/18

￥24,000 +税

BR-4730-OR

カラフルレザー

28/35/15

￥22,800 +税

OH-7071-DBR

マロン

36/42/15

￥28,000 +税

MD-8580-NV

エルソール feat ビブラム／WBC

33/43/16

￥20,000 +税

BRE-0043-PI

ロックセット

7.5/11

￥6,000 +税

MD-8400-KA

ニュート

37/36/12

￥19,000 +税

BR-4910-GYA

キューブ

23/28/20

￥23,800 +税
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RE-3453-DGR

フレンチヌバック

27/31/14

￥21,000 +税

RE-3460-BEB

カラーブロック

25/31/13

￥28,000 +税

MD-8480-KA

エルソール feat ビブラム

33/43/16

￥19,000 +税

MD-8530-BK

エンボ

30/40/14

￥28,000 +税

RE-3531-DBE

クリニャンクール

21/26/16

￥19,000 +税

スペシャルドラマ
『最高のおもてなし』

2月28日（金）
20:54～22:54

日本テレビ系列
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〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

BR-4800-BK

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

RE-3053-BEA

セ・ラヴィ

21/31/10

￥22,000 +税

BRE-0043-PI

ロックセット

7.5/11

￥6,000 +税

BR-4850-BR

ナチュラルヘアー

30/30/15

￥28,000 +税

BR-4920-SV

シャビーメタリック

30/30/15

￥18,000 +税

RE-3451-GY

フレンチヌバック

18/32/3

￥19,000 +税

BR-4730-RE

カラフルレザー

28/35/15

￥22,800 +税

OH-4220-GY

ナチュラルレザー

31/42/18

￥28,000 +税

金曜プレステージ
『塔馬教授の天才推理2』

放送日未定

フジテレビ系列

OH-0026-BK

ボンディングスポーツ

32/48/21

￥8,800 +税

MD-8290-DBR

カチナ

32/42/16

￥40,000 +税

MD-8082-BK

ヴァジュラ

30/38/16

￥26,600 +税

RE-3470-DGY

ルグラン

30/31/15

￥32,000 +税

金曜プレステージ
『飛びおりる』

放送日未定

フジテレビ系列

土曜ワイド劇場
『内田康彦サスペンス・福原警部5』

放送日未定

テレビ朝日系列

REGALO
news

TV
information

RE-3310-BE

レ サントロぺ

27/32/13

￥13,800 +税

プレミアムドラマ
『その日のまえに』

3月23日（日）
3月30日（日）
22:00～

NHK BSプレミアム

BR-3850-LBA

ロックセット

16/25/7

￥18,000 +税

『朝だ！ 生です旅サラダ』

3月29日（土）
8:00～9：30

テレビ朝日系列
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〈TV使用商品〉

〈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

Dr.DMAT TBS系列 大倉忠義、加藤あい、國村隼、麻生祐未、ほっしゃん。、佐藤二朗、市川実日子　他毎週(木)21:00～

隠蔽捜査 TBS系列 杉本哲太、古田新太、生瀬勝久、鈴木砂羽、安田顕　他毎週(月)20:00～

夜のせんせい TBS系列 観月ありさ、蓮佛美沙子、山本耕史、田中圭、大政絢　他毎週(金)22:00～

医龍4～Team Medical Dragon～ フジテレビ系列 坂口憲二、佐々木蔵之介、高橋克典、阿部サダヲ、稲森いずみ、小池徹平　他毎週(木)22:00～

今夜は心だけ抱いて NHK BSプレミアム 田中美佐子、土屋太鳳、中川大志、田丸麻紀、村田雄浩、大友康平　他

朝だ！ 生です旅サラダ テレビ朝日系列 向井亜紀　他

プレミアムドラマ『その日のまえに』 NHK BSプレミアム 佐々木蔵之介、壇れい、宮崎美子、林晃平、澤田陸、吉田鋼太郎、近藤芳正　他

逆転報道の女 テレビ朝日系列 高島礼子　他3月放送予定

開局55周年記念『ハンドベル卒業式』 東海テレビ 高島礼子、塚本高史、蒔田彩珠、遠山俊也　他

土曜ワイド劇『内田康彦サスペンス・福原警部5』 テレビ朝日系列 若村麻由美、石塚英彦、杉崎真宏、山口いづみ、渡辺いっけい、藤谷美紀　他

毎週(日)21:00～Ｓ-最後の警官- TBS系列 向井理、綾野剛、吹石一恵、大森南朋、土屋アンナ、近藤正臣、髙嶋政宏、池内博之　他

福福荘の福ちゃん 映画 大島美幸、水川あさみ、飯田あさと、芹澤興人、平岩紙、山田真歩、山本剛史　他2014年
全国公開予定

放送日未定

放送日未定

金曜プレステージ『塔馬教授の天才推理2』 フジテレビ系列 佐々木蔵之介、名掛亜里沙、森口瑤子、長山作冶　他

3月４日（火）
23:15～スタート

3月29日（土）
8:00～9：30

３月２３日・３０日（日）
22:00～スタート

3月16日（日）
13:45～スタート

2月28日（金）
20:54～22:54スペシャルドラマ『最高のおもてなし』 日本テレビ系列 イモトアヤコ　他

明日、ママがいない 日本テレビ系列 芦田愛菜、鈴木梨央、三浦翔平、木村文乃、城田優、鈴木砂羽　他毎週(水)22:00～

〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

RE-3380-CA

ヌーベルパイソン

18/27/6

￥19,000 +税

BR-4590-GYA

クリーミー

26/32/13

￥28,000 +税

BR-4492-BO

ゴールドメタル

16/29/6

￥18,000 +税

OH-7061-BE

ドットブランケット

25/33/9.5

￥11,000 +税

『福福荘の福ちゃん』

2014年
全国公開予定

映画

『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




