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

www.regalo-bag.co.jp

shop HARAJUKU

〈TV使用商品〉

【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

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

はなちゃんのみそ汁 日本テレビ系列 大倉忠義、尾野真千子、芦田愛菜　他

家族狩り TBS系列 松雪泰子、伊藤淳史、水野美紀、篠田麻里子、山口紗弥加、財前直見　他毎週（金）22:00～

ペテロの葬列 TBS系列 小泉孝太郎、長谷川京子、国仲涼子 他毎週(月）20:00～

同窓生～人は、三度、恋をする～ TBS系列 井浦新、稲森いずみ、板谷由夏、松本利夫　他毎週(木）21:00～

おやじの背中 TBS系列 田村正和、西田敏行、役所広司、大泉洋、余貴美子
松たか子、MEGUMI 、満島ひかり、堀北真希 他毎週(日）21:00～

ST 赤と白の捜査ファイル 日本テレビ系列 藤原竜也、岡田将生、芦名星、志田未来、加藤夏希　他毎週（水）22:00～

若者たち 2014 フジテレビ系列 妻夫木聡、瑛太、満島ひかり、柄本佑、蒼井優、吉岡秀隆　他毎週（水）22:00～

HERO フジテレビ系列 木村拓哉、大塚寧々、北川景子、杉本哲太、濱田岳　他毎週（月）2１:00～

警視庁捜査一課9係 テレビ朝日系列 渡瀬恒彦、井ノ原快彦、原沙知絵、中越典子 他毎週(水）21:00～

ラストドクター ～監察医アキタの検死報告～ テレビ東京系列 寺脇康文、相武紗季、YOU、渡辺いっけい、戸田恵子、伊東四朗　他毎週(金）20:00～

プレミアムよるドラマ『タイムスパイラル』 NHK BS 黒木メイサ、GACKT,平岡祐太、きたろう、岸本加世子　他9月2日（水）
23：15～全８回

東野圭吾 『変身』 WOWOWプライム 神木隆之介、二階堂ふみ、臼田あさ美、渡部豪太　他7月27日（日）
22:00～

「ピカンチ・ハーフ（ピカ☆★☆ンチ LIFE IS HARD たぶんHAPPY)」 TOKYO DOME CITY HALL 相葉雅紀、松本 潤、二宮和也、大野 智、櫻井 翔　他8月1日（金）
公開

8月30日（土）よる

金田一少年の事件簿N(neo) 日本テレビ系列 山田涼介、川口春奈、山口智充、桐山連、千葉雄大　他毎週（土）21:00～

毎週（火）23:15～プレミアムよるドラマ『おわこんTV(てれび)』 NHK BS 千葉真一、小泉孝太郎、片瀬那奈、市川由衣、福田沙紀　他

〈TV使用番組リスト〉

パグナイロン BR-5210 （ショルダー中） 33.5/37/7 ¥13,800+税 / BR-5211 （2wayショルダー小） 22/31/6 ¥12,000+税

街にいても、仕事で使っても

ビタミンカラーの元気印バッグ。

いつものバス停も気分次第で避暑地の気分。

突然の雨だって、スコールと思えばいいじゃない。

雨続きから、ドピーカン続きになってしまったけど

ええぃ、気分はリゾートで乗り切ろう。

そんな気分にさせてくれますこのバッグ。

海かばん、山かばん、もちろん街かばん。

いってらっしゃい。
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BR-5091-OR

 ナチュラルシツク

30/44/12

￥27,500 +税

BR-4730-WH 

カラフルレザー

28/35/15

￥22,800 +税

MD-8280-BE

オルタナ Ⅱ

40/50/16

￥12,800+税

『はなちゃんのみそ汁』

8月30日（土）よる

日本テレビ系列

RE-3524-NV

サントノーレ

21/30/10

￥17,000 +税
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RE-3371-WHA

ユーティリティ ジップ

29/28/15

￥21,400 +税

REE-1120-OR

セ・ラヴィ パテントレザー

9.5/19

￥16,000 +税

OH-4242-BE

ゴールドIVYテープキャンバス

29/45/18

￥15,300 +税

『TEAM～
警視庁特別犯罪捜査本部』

毎週（水）21:00～

テレビ朝日系列

MD-8064-BK

ハルパー

17/15/4

￥10,000 +税

REGALO NEWS 2014年8月号 / vol.4802

〈雑誌掲載商品〉

BR-5220-LCA

ドローストリングバッグ

30/28/12

￥25,000 +税

0ggi 10月号

8/28発売

『モチベーションアップ服』

〈雑誌掲載商品〉

BR-5241-SV

キャスケット

14/22/5

￥16,000 +税

RE-3810-GYA

ラリュール

23/30/14

￥25,000 +税

RE-3811-NVA

ラリュール

25/28/15

￥22,000 +税

BR-5152-OR

ワームス

17/28/13

￥21,000 +税

BR-5281-NV

ウォームボーダー

25/23/17

￥18,000 +税

BR-5233-GR

ラインズ

17/24/10

￥18,000 +税

RE-3730-LGY

トラペーズH

24/35/14

￥31,000 +税

REGALO NEWS 2014年8月号 / vol.4803

Steady 9月号

8/7発売

『お悩み解決』

〈TV使用商品〉

〈今月のおすすめ〉

BR-5081-WH

ファニータッセル
2wayショルダー

25/23/17
¥22,000 +税

BR-5220-LCA

ドローストリングバッグ
3wayショルダー

30/28/12
¥25,000 +税

スタイリスト
大人気！！

RE-3370-NVA

ユーティリティ ジップ

26/33/14

￥23,800 +税

『HERO』

毎週（月）21:00～

フジテレビ系列

OH-4243-BEB

ゴールドIVYテープキャンバス

27/36/18

￥11,400 +税

『55歳からのハローライフ』

毎週（土）21:00～
（全5回）

NHK

RE-1257-GO

ヴィンテージレザー

40/62/13

￥40,000 +税

MD-8410-NV

ニーム

40/50/16

￥19,000 +税

BR-4731-BL

カラフルレザー

17/23/10

￥15,000 +税

OH-3856-BE

メープル

17.5/28/10

￥15,000 +税

BR-4982-GY

ファニージップ

17/27/7

￥16,000 +税

BR-4800-BK

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

『金田一少年の事件簿
N(neo)』

毎週（土）21:00～

日本テレビ系列

OH-4220-BR

ナチュラルレザー

31/42/18

￥28,000 +税

『ペテロの葬列』

毎週（月）20:00～

TBS系列

スタッフ
イチオシ！
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￥11,400 +税

『55歳からのハローライフ』

毎週（土）21:00～
（全5回）

NHK
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￥40,000 +税
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〈TV使用商品〉

BR-5102-BK

ボーダージャカード

29/37

￥5,700 +税

REGALO NEWS 2014年8月号 / vol.4804

〈TV使用商品〉

MD-8410-NV

ニーム

40/50/16

￥19,000 +税

BR-5101-BK

ボーダージャガード

28/50/12

￥15,000 +税

BR-5010-BK

カットワークレース

23/24/20

￥13,800 +税

RE-3480-LGY

マスキュラン

25/31/13

￥28,000 +税

BR-5081-GY

ファニータッセル

25/23/17

￥22,000 +税

MD-8066-CA

ハルパー

25/36/12

￥35,000 +税

MD-8642-CA

リフ

26/34/12

￥27,500 +税

MD-8180-BR

ビズ

30/42/6

￥26,000 +税

『ST 赤と白の捜査ファイル』

毎週(水)22:00～

日本テレビ系列

RE-3580-BKA

オプティカル スタッズ

28/31/14

￥20,000 +税

RE-3590-YE

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥22,000 +税

BR-4590-BKA

クリーミー

23/32/10

￥24,000 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

MD-8231-GY

ギミック

28/28/16

￥30,000 +税

BR-4201-GRM

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

BR-4202-PI

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

BR-4033-DPI

スウィングタッセル

15/28/7

￥14,800 +税

MD-8491-LGY

オルタナカラー

28/33/17

￥18,000 +税

BR-4800-BK

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

BR-4732-LPI

カラフルレザー

25/28/14

￥21,000 +税

BR-4961-BLA

ゴールドクリップ

16/25/7

￥16,800 +税

OH-7040-BR

ソフトゴード

33/47/12

￥23,800 +税

BR-4960-GYA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

『家族狩り』

毎週(金)22:00～

TBS系列

BR-5080-GO

ファニータッセル

27/31/16

￥20,000 +税

BR-4601-LBL

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,500 +税

BR-4030-DBL

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

RE-3701-BE

シークレット ガーデン

33/29/14

￥16,600 +税

『警視庁捜査一課９係』

毎週（水）21:00～

テレビ朝日系列

OH-4332-GY

ステディ

28/40/18

￥18,000 +税

BR-4631-IV

リネンキャンバス

22.5/31/11

￥18,000 +税

OH-7041-CA

ソフトゴード

22/34/9

￥19,000 +税

MDE-0130-BK

ウェービング

11/19/2

￥16,000 +税

『同窓生
～人は、三度、恋をする～』

毎週（木）21:00～

TBS系列

MD-8220-BK

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

REE-1162-DBR

フレンチキュイール

7/11

￥6,000 +税
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〈TV使用商品〉
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￥19,000 +税

BR-5101-BK

ボーダージャガード
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25/23/17
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MD-8066-CA

ハルパー

25/36/12

￥35,000 +税

MD-8642-CA

リフ

26/34/12

￥27,500 +税

MD-8180-BR

ビズ

30/42/6

￥26,000 +税

『ST 赤と白の捜査ファイル』

毎週(水)22:00～

日本テレビ系列

RE-3580-BKA

オプティカル スタッズ

28/31/14

￥20,000 +税

RE-3590-YE

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥22,000 +税

BR-4590-BKA

クリーミー

23/32/10

￥24,000 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

MD-8231-GY

ギミック

28/28/16

￥30,000 +税

BR-4201-GRM

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

BR-4202-PI

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

BR-4033-DPI

スウィングタッセル

15/28/7

￥14,800 +税

MD-8491-LGY

オルタナカラー

28/33/17

￥18,000 +税

BR-4800-BK

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

BR-4732-LPI

カラフルレザー

25/28/14

￥21,000 +税

BR-4961-BLA

ゴールドクリップ

16/25/7

￥16,800 +税

OH-7040-BR

ソフトゴード

33/47/12

￥23,800 +税

BR-4960-GYA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

『家族狩り』

毎週(金)22:00～

TBS系列

BR-5080-GO

ファニータッセル

27/31/16

￥20,000 +税

BR-4601-LBL

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,500 +税

BR-4030-DBL

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

RE-3701-BE

シークレット ガーデン

33/29/14

￥16,600 +税

『警視庁捜査一課９係』

毎週（水）21:00～

テレビ朝日系列

OH-4332-GY

ステディ

28/40/18

￥18,000 +税

BR-4631-IV

リネンキャンバス

22.5/31/11

￥18,000 +税

OH-7041-CA

ソフトゴード

22/34/9

￥19,000 +税

MDE-0130-BK

ウェービング

11/19/2

￥16,000 +税

『同窓生
～人は、三度、恋をする～』

毎週（木）21:00～

TBS系列

MD-8220-BK

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

REE-1162-DBR

フレンチキュイール

7/11

￥6,000 +税



REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

REGALO NEWS 2014年8月号 / vol.4805

〈TV使用商品〉

BR-5102-BK

ボーダージャカード

29/37

￥5,700 +税

REGALO NEWS 2014年8月号 / vol.4804

〈TV使用商品〉

MD-8410-NV

ニーム

40/50/16

￥19,000 +税

BR-5101-BK

ボーダージャガード

28/50/12

￥15,000 +税

BR-5010-BK

カットワークレース

23/24/20

￥13,800 +税

RE-3480-LGY

マスキュラン

25/31/13

￥28,000 +税

BR-5081-GY

ファニータッセル

25/23/17

￥22,000 +税

MD-8066-CA

ハルパー

25/36/12

￥35,000 +税

MD-8642-CA

リフ

26/34/12

￥27,500 +税

MD-8180-BR

ビズ

30/42/6

￥26,000 +税

『ST 赤と白の捜査ファイル』

毎週(水)22:00～

日本テレビ系列

RE-3580-BKA

オプティカル スタッズ

28/31/14

￥20,000 +税

RE-3590-YE

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥22,000 +税

BR-4590-BKA

クリーミー

23/32/10

￥24,000 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

MD-8231-GY

ギミック

28/28/16

￥30,000 +税

BR-4201-GRM

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

BR-4202-PI

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

BR-4033-DPI

スウィングタッセル

15/28/7

￥14,800 +税

MD-8491-LGY

オルタナカラー

28/33/17

￥18,000 +税

BR-4800-BK

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

BR-4732-LPI

カラフルレザー

25/28/14

￥21,000 +税

BR-4961-BLA

ゴールドクリップ

16/25/7

￥16,800 +税

OH-7040-BR

ソフトゴード

33/47/12

￥23,800 +税

BR-4960-GYA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

『家族狩り』

毎週(金)22:00～

TBS系列

BR-5080-GO

ファニータッセル

27/31/16

￥20,000 +税

BR-4601-LBL

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,500 +税

BR-4030-DBL

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

RE-3701-BE

シークレット ガーデン

33/29/14

￥16,600 +税

『警視庁捜査一課９係』

毎週（水）21:00～

テレビ朝日系列

OH-4332-GY

ステディ

28/40/18

￥18,000 +税

BR-4631-IV

リネンキャンバス

22.5/31/11

￥18,000 +税

OH-7041-CA

ソフトゴード

22/34/9

￥19,000 +税

MDE-0130-BK

ウェービング

11/19/2

￥16,000 +税

『同窓生
～人は、三度、恋をする～』

毎週（木）21:00～

TBS系列

MD-8220-BK

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

REE-1162-DBR

フレンチキュイール

7/11

￥6,000 +税
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RE-3100-LPI

オーシャンフラワー

29/45/15

￥16,000 +税

MD-8290-DBR

カチナ

32/42/16

￥40,000 +税

プレミアムよるドラマ
『タイムスパイラル』

9月2日（水）
23:15～スタート
（全8回）

NHK BS

MD-8290-DBR

カチナ

32/42/16

￥40,000 +税
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REGALO NEWS 2014年8月号 / vol.4807

〈TV使用商品〉

MD-8292-DBR

カチナ

32/43/8

￥36,000 +税

RE-3581-BK

オプティカルスタッズ

21/26/16

￥21,000 +税

BR-5082-SV

ファニータッセル

15/28/7

￥16,000 +税

RE-3441-BEB

リヴゴーシュ

30/29/18

￥25,000 +税

OH-4210-BE

ゴールドIVYテープ

29/45/18

￥18,000 +税

RE-3490-GY

クリアドット

30/30/18

￥25,000 +税

プレミアムよるドラマ
『おわこんTV(てれび)』

毎週(火)23:15～
（全8回）

NHK BS

BR-4962-WHA

ゴールドクリップ

29/37

￥12,000 +税

『ピカンチ・ハーフ
(ピカ☆★☆ンチ
LIFE IS HARD
たぶんHAPPY)』

8月1日(金)公開

映画

BR-5082-SV

ファニータッセル

15/28/7

￥16,000 +税

REGALO NEWS 2014年8月号 / vol.4806

〈TV使用商品〉

MD-8220-NA

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

RE-3701-BE

シークレット ガーデン

33/29/14

￥16,600 +税

MD-8210-BE

コンビ

32/41/14.5

￥23,500 +税

『おやじの背中』

毎週（日）21:00～

TBS系列

RE-3520-IV

サントノーレ

23/30/14

￥23,800 +税

RE-3053-CAA

セ・ラヴィ

21/31/10

￥23,000 +税

BR-4992-GY

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

REE-1120-OR

セ・ラヴィ パテントレザー

9.5/19

￥16,000 +税

OH-4210-BE

ゴールドIVYテープ

29/45/18

￥18,000 +税

OH-3855-PU

メープル

22/34/9

￥20,000 +税

BR-4202-PI

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

RE-3680-LBE

フリンジタッセル

31/38/13

￥25,800 +税

MD-8481-KA

エルソールfeatヴィブラム

37/34/16

￥19,000 +税

MD-8671-KA

トライバルHS

28/31/16

￥14,800 +税

RE-3661-LPI

フレーム

20/26/16

￥30,000 +税

『ラストドクター
～監察医アキタの検死報告～』

毎週（金）19:58～

テレビ東京系列

RE-2900-CA

ヴィンテージ フラックル レザー

30/41/6

￥15,000 +税

MD-8280-BE

オルタナ Ⅱ

40/50/16

￥12,800 +税

東野圭吾『変身』

7月27日（日）
22：00～

WOWOWプライム
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RE-3100-LPI

オーシャンフラワー

29/45/15

￥16,000 +税

MD-8290-DBR

カチナ

32/42/16

￥40,000 +税

プレミアムよるドラマ
『タイムスパイラル』

9月2日（水）
23:15～スタート
（全8回）

NHK BS

MD-8290-DBR

カチナ

32/42/16

￥40,000 +税
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〈TV使用商品〉

MD-8292-DBR

カチナ

32/43/8

￥36,000 +税

RE-3581-BK

オプティカルスタッズ

21/26/16

￥21,000 +税

BR-5082-SV

ファニータッセル

15/28/7

￥16,000 +税

RE-3441-BEB

リヴゴーシュ

30/29/18

￥25,000 +税

OH-4210-BE

ゴールドIVYテープ

29/45/18

￥18,000 +税

RE-3490-GY

クリアドット

30/30/18

￥25,000 +税

プレミアムよるドラマ
『おわこんTV(てれび)』

毎週(火)23:15～
（全8回）

NHK BS

BR-4962-WHA

ゴールドクリップ

29/37

￥12,000 +税

『ピカンチ・ハーフ
(ピカ☆★☆ンチ
LIFE IS HARD
たぶんHAPPY)』

8月1日(金)公開

映画

BR-5082-SV

ファニータッセル

15/28/7

￥16,000 +税

REGALO NEWS 2014年8月号 / vol.4806

〈TV使用商品〉

MD-8220-NA

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

RE-3701-BE

シークレット ガーデン

33/29/14

￥16,600 +税

MD-8210-BE

コンビ

32/41/14.5

￥23,500 +税

『おやじの背中』

毎週（日）21:00～

TBS系列

RE-3520-IV

サントノーレ

23/30/14

￥23,800 +税

RE-3053-CAA

セ・ラヴィ

21/31/10

￥23,000 +税

BR-4992-GY

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

REE-1120-OR

セ・ラヴィ パテントレザー

9.5/19

￥16,000 +税

OH-4210-BE

ゴールドIVYテープ

29/45/18

￥18,000 +税

OH-3855-PU

メープル

22/34/9

￥20,000 +税

BR-4202-PI

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

RE-3680-LBE

フリンジタッセル

31/38/13

￥25,800 +税

MD-8481-KA

エルソールfeatヴィブラム

37/34/16

￥19,000 +税

MD-8671-KA

トライバルHS

28/31/16

￥14,800 +税

RE-3661-LPI

フレーム

20/26/16

￥30,000 +税

『ラストドクター
～監察医アキタの検死報告～』

毎週（金）19:58～

テレビ東京系列

RE-2900-CA

ヴィンテージ フラックル レザー

30/41/6

￥15,000 +税

MD-8280-BE

オルタナ Ⅱ

40/50/16

￥12,800 +税

東野圭吾『変身』

7月27日（日）
22：00～

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

www.regalo-bag.co.jp

shop HARAJUKU

〈TV使用商品〉

【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

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

はなちゃんのみそ汁 日本テレビ系列 大倉忠義、尾野真千子、芦田愛菜　他

家族狩り TBS系列 松雪泰子、伊藤淳史、水野美紀、篠田麻里子、山口紗弥加、財前直見　他毎週（金）22:00～

ペテロの葬列 TBS系列 小泉孝太郎、長谷川京子、国仲涼子 他毎週(月）20:00～

同窓生～人は、三度、恋をする～ TBS系列 井浦新、稲森いずみ、板谷由夏、松本利夫　他毎週(木）21:00～

おやじの背中 TBS系列 田村正和、西田敏行、役所広司、大泉洋、余貴美子
松たか子、MEGUMI 、満島ひかり、堀北真希 他毎週(日）21:00～

ST 赤と白の捜査ファイル 日本テレビ系列 藤原竜也、岡田将生、芦名星、志田未来、加藤夏希　他毎週（水）22:00～

若者たち 2014 フジテレビ系列 妻夫木聡、瑛太、満島ひかり、柄本佑、蒼井優、吉岡秀隆　他毎週（水）22:00～

HERO フジテレビ系列 木村拓哉、大塚寧々、北川景子、杉本哲太、濱田岳　他毎週（月）2１:00～

警視庁捜査一課9係 テレビ朝日系列 渡瀬恒彦、井ノ原快彦、原沙知絵、中越典子 他毎週(水）21:00～

ラストドクター ～監察医アキタの検死報告～ テレビ東京系列 寺脇康文、相武紗季、YOU、渡辺いっけい、戸田恵子、伊東四朗　他毎週(金）20:00～

プレミアムよるドラマ『タイムスパイラル』 NHK BS 黒木メイサ、GACKT,平岡祐太、きたろう、岸本加世子　他9月2日（水）
23：15～全８回

東野圭吾 『変身』 WOWOWプライム 神木隆之介、二階堂ふみ、臼田あさ美、渡部豪太　他7月27日（日）
22:00～

「ピカンチ・ハーフ（ピカ☆★☆ンチ LIFE IS HARD たぶんHAPPY)」 TOKYO DOME CITY HALL 相葉雅紀、松本 潤、二宮和也、大野 智、櫻井 翔　他8月1日（金）
公開

8月30日（土）よる

金田一少年の事件簿N(neo) 日本テレビ系列 山田涼介、川口春奈、山口智充、桐山連、千葉雄大　他毎週（土）21:00～

毎週（火）23:15～プレミアムよるドラマ『おわこんTV(てれび)』 NHK BS 千葉真一、小泉孝太郎、片瀬那奈、市川由衣、福田沙紀　他

〈TV使用番組リスト〉

パグナイロン BR-5210 （ショルダー中） 33.5/37/7 ¥13,800+税 / BR-5211 （2wayショルダー小） 22/31/6 ¥12,000+税

街にいても、仕事で使っても

ビタミンカラーの元気印バッグ。

いつものバス停も気分次第で避暑地の気分。

突然の雨だって、スコールと思えばいいじゃない。

雨続きから、ドピーカン続きになってしまったけど

ええぃ、気分はリゾートで乗り切ろう。

そんな気分にさせてくれますこのバッグ。

海かばん、山かばん、もちろん街かばん。

いってらっしゃい。

街にいても、仕事で使っても

ビタミンカラーの元気印バッグ。

いつものバス停も気分次第で避暑地の気分。

突然の雨だって、スコールと思えばいいじゃない。

雨続きから、ドピーカン続きになってしまったけど

ええぃ、気分はリゾートで乗り切ろう。

そんな気分にさせてくれますこのバッグ。

海かばん、山かばん、もちろん街かばん。

いってらっしゃい。

気分はリゾート。気分はリゾート。
街にいても、仕事で使っても

ビタミンカラーの元気印バッグ。

いつものバス停も気分次第で避暑地の気分。

突然の雨だって、スコールと思えばいいじゃない。

雨続きから、ドピーカン続きになってしまったけど

ええぃ、気分はリゾートで乗り切ろう。

そんな気分にさせてくれますこのバッグ。

海かばん、山かばん、もちろん街かばん。

いってらっしゃい。

街にいても、仕事で使っても

ビタミンカラーの元気印バッグ。

いつものバス停も気分次第で避暑地の気分。

突然の雨だって、スコールと思えばいいじゃない。

雨続きから、ドピーカン続きになってしまったけど

ええぃ、気分はリゾートで乗り切ろう。

そんな気分にさせてくれますこのバッグ。

海かばん、山かばん、もちろん街かばん。

いってらっしゃい。

気分はリゾート。気分はリゾート。

BR-5091-OR

 ナチュラルシツク

30/44/12

￥27,500 +税

BR-4730-WH 

カラフルレザー

28/35/15

￥22,800 +税

MD-8280-BE

オルタナ Ⅱ

40/50/16

￥12,800+税

『はなちゃんのみそ汁』

8月30日（土）よる

日本テレビ系列

RE-3524-NV

サントノーレ

21/30/10

￥17,000 +税


