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vol.

45

「しましま。」
今年も新作出ました。ボーダー柄。
インド製の地厚な生地のしっかりもの。
ナチュラルな素材感は、
とても心地よい感触です。
なんとこのバッグ、思い出がたくさん詰め込めるように、
ゆったりした作りになっています。
上部を絞ることが出来るので、大切な思い出がこぼれて
しまうこともない。
しかも、一年中お使いいただけます。
バッグに思い出がいっぱいになったら、もうひとつ、色違いで
お買い求めいただくことをおススメします。
あなたの「しましま」
コレクションに加えてください。
無地のTEEシャツにジーンズ＋スニーカーでこのバッグは、
完全無欠なコーディネート。

トライバルHS 左MD-8671-RE,KA（トート小）28/31/16 ¥14,800+税 / 右MD-8670-NV（トート中）33/43/16 ¥16,600+税

shop

HARAJUKU

2-18-7, JINGUMAE, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0001, JAPAN TEL. 03-5770-5253 OPEN 11:00 - 19:00

www.regalo-bag.co.jp
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〈雑誌掲載商品〉

RE-3581-BK

BR-4962-WHA

BR-5080-WH

オプティカル スタッズ

ゴールドクリップ

ファニータッセル

REGALO
news

0ggi 7月号

MAGA
ZiNE
information

5/28発売

『大人のプラチナスタイル』
『ネイビー1ヵ月コーディネイト』
21/26/16

29/37

27/31/16

￥21,000 +税

￥12,000 +税

￥20,000 +税

BR-4961-WHA

BR-4731-YE

BR-5102-BK

ゴールドクリップ

カラフルレザー

ボーダージャカード

steady 6月号

with 7月号

5/7発売

5/28発売

『ほんとうに似合う服』
『ABCマート』

『手元コーデ』

16/25/7

17/23/10

29/37

￥16,800 +税

￥15,000 +税

￥5,700 +税

MD-8540-CMR

MD-8480-GR

RE-3443-BKA

RE-3661-LPI

リヴゴーシュ

フレーム

エルソール feat ヴィブラム コーデュラ エルソール feat ヴィブラム

Mono Max 5月号
4/10発売

『安くて価値ある爆売れモノ』

16/23/7

20/26/16

33/43/16

33/43/16

￥15,000 +税

￥30,000 +税

￥19,000 +税

￥19,000 +税

MD-8540-CM

MD-8480-BK

MD-8480-GR

エルソール feat ヴィブラム コーデュラ エルソール feat ヴィブラム

エルソール feat ヴィブラム

2nd 6月号

Begin 6月号

4/16発売

4/16発売

『シチュエーションで
選ぶバッグと時計』

『ECビギン屋台』

33/43/16

33/43/16

33/43/16

￥19,000 +税

￥19,000 +税

￥19,000 +税

REGALO NEWS
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〈TV使用商品〉

BR-4730-WH

REE-1161-PU

BR-4600-BK

カラフルレザー

フレンチキュイール

ジェントルクロコ

『ホワイト・ラボ
〜警視庁特別科学捜査班〜』

『アリスの棘』
毎週（金）22:00〜

毎週（月）20:00〜

TBS系列

TBS系列
28/35/15

9.6/19.6

34/31/15

￥22,800 +税

￥16,000 +税

￥20,000 +税

RE-3550-BK

RE-3371-WHA

RE-1120-OR

ノーティカル

ユーティリティ ジップ

セ・ラヴィ パテントレザー

『TEAM〜
警視庁特別犯罪捜査本部』

『リアル脱出ゲームTV』
毎週（木）24:03〜

毎週（水）21:00〜

TBS系列

テレビ朝日系列
30/29/18

29/28/15

9.5/19

￥21,000 +税

￥21,400 +税

￥16,000 +税

RE-2993-LGN

BR-4492-BO

RE-3251-BO

ターンロック

ゴールドメタル

セ・ラヴィ パテントレザー

『LINK』

REGALO
news

5月12日（月）〜16日（金）
13:00〜

TV

information

WOWOWプライム
21/30/14

16/29/6

23/30/14

￥20,000 +税

￥18,000 +税

￥26,800 +税

RE-3202-LGA

RE-3371-WHA

サンジェルマン デプレ

ユーティリティ ジップ

日曜劇場
『ルーズヴェルト・ゲーム』

『死の発送』
5月30日
（金）

REGALO
news

TV

毎週（日）21:00〜

information

フジテレビ系列

TBS系列
25/35/13

29/28/15

￥33,000 +税

￥21,400 +税
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〈今月のおすすめ〉
〈雑誌掲載商品〉
〈TV使用商品〉

RE-3581-BK
スタイリスト
大人気！
！

オプティカルスタッズ
2wayミニボストン
21/26/16
¥21,000 +税

BR-5080-WH

ファニータッセル

店 長
おすすめ

2wayトート
27/31/16
¥20,000 +税

『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

アリスの棘

TBS系列

毎週（金）22:00〜

上野樹里、中村蒼、オダギリジョー、田中直樹、中村梅雀、藤原紀香、岩城滉一、栗山千明 他

ホワイト・ラボ〜警視庁特別科学捜査班〜

TBS系列

毎週（月）20:00〜

北村一輝、宮迫博之、薮宏太、大杉漣、谷原章介、和久井映見 他

リアル脱出ゲームTV

TBS系列

毎週（木）24:03〜

バカリズム、津田寛治、木南晴夏、高橋努

日曜劇場『ルーズヴェルト・ゲーム』

TBS系列

毎週（日）21:00〜

唐沢寿明、檀れい、石丸幹二、六角精児、峰竜太、江口洋介 他

TAEM〜警視庁特別犯罪捜査本部

テレビ朝日系列

毎週（水）21:00〜

西田敏行、田辺誠一、小澤征悦、塚本高史、神尾佑、渡辺いっけい 他

LINK

WOWOWプライム

死の発送

フジテレビ系列

他

5/12（月）〜16（金） 黒木瞳、綾野剛、武田鉄矢、玉山鉄二、金子ノブアキ、田中麗奈、大森南朋、ミムラ 他
13:00〜
5月30日（金）

向井理、比嘉愛未、寺尾聰

他

