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『TV使用番組リスト』
とは？

01

2014年10月号 / vol.50

REGALO NEWS

REGALO NEWS

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。

TAKE FREE!!
2014.10.25 issue

50
vol.

「アキコイ。」
チェルシーという名のこのバッグは 、S t a n d a r d & B a s i c 。
永くお使いいただける可 愛いフォルムです。
タッセルもポイントで、タータンチェックやフラノとの相 性も抜 群 。

【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

落ち葉とブリックロード。
バッグを斜め掛けにして、白い息を切らしながら待ち合わせ場 所に

〈TV使用番組リスト〉
番組タイトル

遅れたことは 責められずに 、彼 はポケットから「 ほーらっ。チェルシー。」

放送局

放送日時

おもな出演者

今日は会社休みます。

日本テレビ系列

10月15日(水)
22：00〜スタート

綾瀬はるか、福士蒼汰、玉木宏、千葉雄大、仲里依紗、高畑淳子、田口淳之介、平岩紙 他

金曜ロードSHOW『ヒガンバナ』

日本テレビ系列

未

定

未

定

ごめんね青春!

TBS系列

10月12日(日)
21:00〜スタート

月曜ﾐｽﾃﾘｰｼｱﾀｰ『 SAKURA〜事件を聞く女〜』

TBS系列

10月20日(月)
19:00〜 通常20:00〜
初回2時間スペシャル

仲間由紀恵、佐藤隆太、相島一之、木野花、大野拓朗、森岡豊、高島礼子 他

Nのために

TBS系列

10月17日(金)
22:00〜22:54

榮倉奈々、窪田正孝、賀来賢人、小出恵介、山本未來、徳井義実、小西真奈美、三浦友和 他

全盲弁護士

大河内健介

オレンジ

錦戸亮、満島ひかり、永山絢斗、重岡大殻、波瑠、トリンドル玲奈、斉藤由紀 他

TBS系列

未

定

星野真理、黒川芽衣

TBS系列

未

定

未

他

定

ファーストクラス

フジテレビ系列

10月15日(水)
22:00〜スタート

沢尻エリカ、木村佳乃、倉科カナ、青柳翔、シシド・カフカ、篠原ともえ、市川実和子 他

世にも奇妙な物語 『走る取的』

フジテレビ系列

10月18日(土)
21:00〜23:10

中村トオル、音尾琢真

シンデレラデート

フジテレビ系列

11月3日(月)
13:30〜昼ドラマ

星野真理、眞島秀和、黒川智花、井上順、雛形あきこ、陣内智則、岡江久美子 他

リーカルハイ・スペシャル

フジテレビ系列

11月22日(土)
21:00〜23:10

堺雅人、新垣結衣、吉瀬美智子、剛力彩芽、生瀬勝久、小池栄子 他

ハング

BeeTV

放送中

市原隼人、金子ノブアキ、山本裕典、蓮佛美沙子、浅利陽介、時任三郎 他

プレミアムよるドラマ『タイムスパイラル』

NHK BS

9月2日（火）
23：15〜全８回

黒木メイサ、GACKT,平岡祐太、きたろう、岸本加世子 他

NHK BSプレミアム

10月5日(日)
22:00〜22:50

仲里依紗、鹿賀丈史、溝端淳平、ミムラ、小野ゆり子、片桐はいり、星野源 他

8月より
全国順次上映

相葉雅紀、松本 潤、二宮和也、大野 智、櫻井 翔、水川あさみ、井の原快彦 他

昨日のカレー、明日のパン

「ピカンチ・ハーフ（ピカ☆★☆ンチ LIFE IS HARD たぶんHAPPY)」 全国順次ロードショー

他

福福荘の福ちゃん

全国ロードショー

11月8日（土）〜
公開

大島美幸、水川あさみ、荒川良々

想いのこし

全国ロードショー

11月22日(土)〜
公開

岡田将生、広末涼子、木南晴夏、巨勢竜也、高橋努、川籠石駿平、佐藤二朗 他

他

チェルシー OH-7091-CA（2wayショルダー）30/40/9 ¥24,000+税 / OH-7090-NV（2wayトート）28/40/14 ¥28,000+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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RE-3810-GYA

BR-5241-SV

BR-4604-DGY

BR-4872-BK

MD-8295-GR

BR-5160-GY

RE-3750-GYA

BR-4873-BK

ラリュール

キャスケット

ジェントルクロコ

レオパードジャカード

カチナ

ラウンドジップ

リジッド

レオパードジャカード

0ggi 11月号

Oggi 12月号

9/28発売

10/28発売

『スカート』
『ナラカミーチェ タイアップ』

『カナダグース タイアップ』

23/30/14

14/22/5

30/30/7

29/37

34/37

26.5/43/14

24/35/14

25/23/17

￥25,000 +税

￥16,000 +税

￥16,800 +税

￥5,700 +税

￥18,000 +税

￥32,000 +税

￥28,000 +税

￥15,800 +税

BR-5170-BKB

BR-5231-BK

RE-3811-NVA

BR-5270-NV

RE-3771-LGY

BR-5221-CAA

RE-3811-BK

RE-3831-OL

へアリー

ラインズ

ラリュール

ノーブルレース

シャドー

ドローストリング バッグ

ラリュール

ディマンシェ

STORY 12月号

美的 11月号

11/1発売

9/24発売

『別冊メンズSTORY
「ワコールタイアップ」』

『花王 もりえりか』
『ニッセイ』

17/27/7

27/28/12

25/28/15

30/30/7

16/23/7

25/23/17

25/28/15

27/29/14

￥20,000 +税

￥25,000 +税

￥22,000 +税

￥16,800 +税

￥15,800 +税

￥22,000 +税

￥22,000 +税

￥14,500 +税

BR-5241-RE

RE-3454-LGY

BR-5221-BKA

BR-5081-GY

BR-5281-NV

BR-5241-NV

BR-5233-IV

RE-3741-BK

キャスケット

フレンチヌバック

ドローストリングバッグ

ファニータッセル

ウォームボーダー

キャスケット

ラインズ

フレンチベロア

0ggi 12月号

With 12月号

10/28発売

10/28発売

『コート』
『ナラカミーチェ タイアップ』
『カーキ』

『もてニットｘスカート』

14/22/5

16/23/7

25/23/17

25/23/17

25/23/17

14/22/5

17/24/10

23/30/14

￥16,000 +税

￥16,000 +税

￥22,000 +税

￥22,000 +税

￥18,000 +税

￥16,000 +税

￥18,000 +税

￥25,000 +税

BR-4873-BK

RE-3742-DGR

RE-3820-RE

RE-3811-NVA

OH-4242-KA

BR-5150-BK

BR-5233-GR

BR-5132-BKA

RE-3732-DRE

レオパードジャカード

フレンチベロア

ショコラート

ラリュール

ゴールドIVYテープキャンバス

ワームス

ラインズ

グロッシークロコ

トラペーズH

Steady 12月号
11/1発売

『長く使える服』
『プーマ タイアップ』
25/23/17

20/26/16

17/24/10

25/28/15

29/45/18

23.5/29/15

17/24/10

16/25/9

19/28/8

￥15,800 +税

￥24,000 +税

￥18,000 +税

￥22,000 +税

￥15,300 +税

￥29,000 +税

￥18,000 +税

￥18,000 +税

￥19,000 +税
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BR-4600-BK

RE-3352-BK

OH-7100-KA

BR-3850-LBA

BR-5090-BK

BR-4201-LBM

BR-4732-LPI

ジェントルクロコ

キップレザー

パフプリーツ

ロックセット

ナチュラルシック

ハーフムーンメタル

カラフルレザー

『ごめんね青春!』

『金曜ロードSHOW
『ヒガンバナ』』

10月12日(日)
21:00〜スタート

未

プレミアムよるドラマ
『タイムスパイラル』
9月2日
（火）
23:15〜スタート
（全8回）

定

日本テレビ系列

TBS系列

NHK BS

34/31/15

24/34/10

20/34/24

16/25/7

32/25/16

21/30/8

25/28/14

￥21,000 +税

￥20,000 +税

￥19,000 +税

￥18,000 +税

￥30,000 +税

￥23,500 +税

￥21,000 +税

MD-8220-RE

MD-8490-LBL

BRE-0110-RE

MD-8290-DBR

RE-3681-LBL

RE-2907-NV

OH-7080-BK

オルタナ

オルタナカラー

ロックセットクロコ

カチナ

フリンジタッセル

ヴィンテージフラックルレザー

オイルヌメ

『ファーストクラス』

『Nのために』

『昨日のカレー、明日のパン』

10月15日(水)
22:00〜スタート

10月17日(金)
22:00〜22:54

10月5日(日)
22:00〜22:50

フジテレビ系列

NHK BSプレミアム

TBS系列
33/43/16

33/43/16

9.5/19

32/42/16

17/24/7

18/36/10

27/33/11

￥35,000 +税

￥21,000 +税

￥16,000 +税

￥40,000 +税

￥16,000 +税

￥16,000 +税

￥23,000 +税

RE-3332-CA

RE-3590-BE

BR-4202-REA

ターンロックコットンリネンパテントレザー

ソフトアニリンレザー

ハーフムーンメタル

昼ドラマ
『シンデレラデート』

『全盲弁護士 大河内健介』
未
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定

RE-3351-DBR

BR-5080-GO

MD-8480-PU

MD-8491-OR

キップレザー

ファニータッセル

エルソールfeat.ビブラム

オルタナカラー

10月20日(月)
19:00〜スタート
通常20:00〜
初回2時間スペシャル

11月3日(月)
13:30〜スタート

TBS系列

『月曜ミステリーシアター
『SAKURA〜事件を聞く女〜』』

フジテレビ系列
22/28/14

29/46/13

16/26/7

￥21,000 +税

￥22,000 +税

￥18,500 +税

TBS系列

32/44/6

27/31/16

33/43/16

28/33/16

￥21,000 +税

￥20,000 +税

￥19,000 +税

￥18,000 +税

BR-5001-NV

BR-5081-GY

RE-3550-BK

BR-4991-GY

BR-5010-WH

RE-3150-BE

BR-4030-DBL

BR-4910-IVB

BR-4730-OR

ゴールドリングキャンバス

ファニータッセル

ノーティカル

ゴールドリング

カットワークレース

ミルドボーダー

スウィングタッセル

キューブ

カラフルレザー

『今日は会社休みます。』
10月15日(水)
22:00〜23:10
日テレ系列
28/50/12

25/23/17

30/29/18

28/50/12

23/24/20

27/32/13

27.5/37/12

23/28/20

28/35/15

￥16,800 +税

￥22,000 +税

￥20,000 +税

￥23,800 +税

￥13,800 +税

￥13,800 +税

￥29,000 +税

￥24,800 +税

￥21,800 +税

06

2014年10月号 / vol.50

REGALO NEWS

〈TV使用商品〉

BR-4831-GR

BR-5081-BK

RE-3571-BL

MD-8070-BR

ファニータッセル

Ｕ

イースト

TV

information

25/23/17

18/27/9

32/42/7

￥18,000 +税

￥22,000 +税

￥18,500 +税

￥35,000 +税

BR-4492-BO

BR-4590-GYA

RE-3380-CA

OH-7061-BE

ゴールドメタル

クリーミー

ヌーベルパイソン

ドットブランケット

『福福荘の福ちゃん』
11月8日
（土）公開
映画
16/29/6

26/32/13

18/27/6

25/33/9.5

￥18,000 +税

￥28,000 +税

￥19,000 +税

￥11,000 +税

BR-4962-WHA

MD-8470-BK

BR-4601-RE

ゴールドクリップ

エルソール

ジェントルクロコ

『想いのこし』
11月22日(土)公開
映画

映画
29/37

33/43/16

30/30/15

￥12,000 +税

￥21,000 +税

￥18,900 +税

〈今月のおすすめ〉

BR-4601-RE

エルソール

ジェントルクロコ

トート
33/43/16
¥21,000 +税

トート
30/30/15
¥18,900 +税

岡田将生、広末涼子出演！
映画『想いのこし』試写会に

20組40名様をご招待
試写会2014年10月17日（金）
※応募締切10月8日（水）

26.5/27/7

MD-8470-BK

2014年10月号 / vol.50

【プレゼントのご案内】

REGALO
news

8月1日(金)公開
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フローイングジップ

『ピカンチ・ハーフ
(ピカ☆★☆ンチ
LIFE IS HARD
たぶんHAPPY)』
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株式会社レガロは、この秋の話題作、映画『想いのこし』に
バッグの貸し出し協力を行っています。そこで、本作公開を
記念して、20組40名様を、2014年10月17日
（金）、有楽
町朝日ホールで行われる試写会にご招待いたします。10月
8日
（水）
までに、電話またはメールでお申込みください。
【作品概要】
「その想いのこし、
お金と引き換えに大切な人に伝えます」
大切な人に想いを伝えられないままこの世を去った、
ポール
ダンサーのユウコ
（広末涼子）
ら4人の幽霊と、死んだ人間と
話せる特殊な能力を持つ、遊び人のガジロウ
（岡田将生）。
女たらしでお金に目がないガジロウだが、大金と引き換え
に、幽霊の「想い」を伝える約束をする。愛する一人息子を残
してこの世を去ったユウコ、結婚式を目前に控えていたルカ
（木南晴夏）、同級生に密かに想いを寄せていたケイ（松井
愛莉）、そして、
やり残した仕事を忘れられない元消防士・ジョ
ニー（鹿賀丈史）。死んでなお、大切な人を想いつづける幽
霊たちとの出会いを通して、
ダメ男・ガジロウにも少しずつ変
©2014「想いのこし」製作 委員会
化が……。
原作は、全国の書店員や書評家が大絶賛する
「彼女との上手な別れ方」。監督は、映画『ツナグ』、
ドラマ「JIN-仁-」
「とんび」な
どを手掛けるヒットメイカー、平川雄一朗。この秋必見の話題作です。
【試写会詳細】
日
程：2014年10月17日
（金）
時
間：18：00開場 18：30開映
会
場：有楽町朝日ホール（〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F）
招 待 数：20組40名様
応募方法：①ホームページ
（ http://www.regalo-bag.co.jp/）のオンラインストア
【SPECIAL】
より、
「カートに商品（試写
会 ¥0）
を入れる」を選択してお申込みください。
②お電話で（レガロ TEL.03-5770-5253）、
「お名前（代表者の方）」、
「ご住所（試写状発送のため）」、
「ご連
絡先」をお知らせください。※電話受付時間 平日11:00〜18:00（最終日も18時までの受付となります）
応募者多数の場合は抽選となります。結果の発表は、招待状（ハガキ）の発送をもって代えさせていただきま
す
（10月10日発送予定）。お預かりした個人情報は、試写状の発送にのみ使用いたします。
応募締切：2014年10月8日
（水）※お電話のおかけ間違いにご注意ください。
【映画情報】
作 品 名：
『想いのこし』
公 開 日：2014年11月22日
（土）
ロードショー
監
督：平川雄一朗／出演：岡田将生、広末涼子、木南晴夏、松井愛莉、巨勢竜也、鹿賀丈史 ほか
配
給：東映
公式サイト：http://www.omoinokoshi.com/

【お問い合わせ】株式会社レガロ TEL.03-5770-5253

