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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

ディマンシェ RE-3830-NV （トート） 35/47/13 ¥14,500+税 / RE-3831-OL （トート小） 27/29/14 ¥14,500+税

やっほやっやっほやっほー。夜ー。夜。夜更か更か更かしししししししし びつ遊びつびびつくしくしくしてくしてののの土の土曜の土 日。日。

あなたあなたなあなたはどんはどんはどんど な一週な一な一な一週週な一な一週一 ？？？？

おだやおだやおだやお かな日かなかな日 をを曜日をををを過ごすすごすごすごす過ごす過ごす過ごす、、大、大人大人大、大人大人、大人大人大人人大人に憧れに憧に憧れ憧れに憧憧れれれれに ているているてているのだけのだけのだのだののだけのだけのだけけけけけのだけけけれど。れど。れど。れれれど。

憂鬱な月曜日
まだ、２日目かぁの火曜日
少し、元気がでそうな水曜日
やっぱり、くたびれてきてる木曜日
あと一日、今日を乗り切ればの金曜日
やっほー。夜更かし遊びつくしての土曜日。
少し、後悔の日曜日。
あなたはどんな一週間？

おだやかな日曜日を過ごす、大人に憧れているのだけれど。

おだやかな日曜日
( d o u x  d i m a n c h e )
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MD-8590-DBR

ウェービング

33/43/16

￥38,000 +税

REGALO
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REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5102

〈雑誌掲載商品〉

BR-4602-BLA

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

Steady 12月号

11/7発売

『足元コーデ』
『アウター』

『PSヴィータTV』

〈雑誌掲載商品〉 〈雑誌掲載商品〉

RE-3454-LGY

フレンチヌバック

16/23/7

￥16,000 +税

BR-4872-BE

レオパードジャカード

29/37

￥5,700 +税

BR-4994-NV

ゴールドリング

30/23/17

￥24,000 +税

BR-5221-BK

ドローストリングバッグ

25/23/17

￥22,000 +税

BR-5233-IV

ラインズ

17/24/10

￥18,000 +税

BR-5152-DRE

ワームス

17/28/13

￥21,000 +税

BR-5131-NV

グロッシークロコ

17/28/13

￥21,000 +税

RE-3731-BK

トラペーズＨ

26/34/14

￥28,000 +税

RE-3811-NVA

ラリュール

25/28/15

￥22,000 +税

REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5103

RE-3751-LGY

リジッド

24/32/14

￥25,000 +税

RE-3733-LGY

トラペーズＨ

19/28/14

￥24,000 +税

RE-3732-DRE

トラペーズＨ

19/28/8

￥19,000 +税

RE-3802-BK

サフィアーノ

22/28/8

￥19,500 +税

RE-3822-BK

ショコラート

14/20/7

￥16,000 +税

BR-4872-BE

レオパードジャカード

29/37

￥5,700 +税

BR-5170-BKB

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

BR-4602-BLA

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

With 1月号

11/28発売

『フォーエバーマーク
タイアップ』

Gainer 12月号

11/10発売

『街ならトート、
モールならショルダー』

CHANTO 12月号

11/7発売

『上司モテ部下
モテコーデ』

〈今月のおすすめ〉

BR-5131-NV

グロッシークロコ
3wayボストン小

17/28/13
¥21,000 +税

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！

RE-3454-LGY

フレンチヌバック
ミニショルダー

16/23/7
¥16,000 +税
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REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5102

〈雑誌掲載商品〉

BR-4602-BLA

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

Steady 12月号

11/7発売

『足元コーデ』
『アウター』

『PSヴィータTV』

〈雑誌掲載商品〉 〈雑誌掲載商品〉

RE-3454-LGY

フレンチヌバック

16/23/7

￥16,000 +税

BR-4872-BE

レオパードジャカード

29/37

￥5,700 +税

BR-4994-NV

ゴールドリング

30/23/17

￥24,000 +税

BR-5221-BK

ドローストリングバッグ

25/23/17

￥22,000 +税

BR-5233-IV

ラインズ

17/24/10

￥18,000 +税

BR-5152-DRE

ワームス

17/28/13

￥21,000 +税

BR-5131-NV

グロッシークロコ

17/28/13

￥21,000 +税

RE-3731-BK

トラペーズＨ

26/34/14

￥28,000 +税

RE-3811-NVA

ラリュール

25/28/15

￥22,000 +税

REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5103

RE-3751-LGY

リジッド

24/32/14

￥25,000 +税

RE-3733-LGY

トラペーズＨ

19/28/14

￥24,000 +税

RE-3732-DRE

トラペーズＨ

19/28/8

￥19,000 +税

RE-3802-BK

サフィアーノ

22/28/8

￥19,500 +税

RE-3822-BK

ショコラート

14/20/7

￥16,000 +税

BR-4872-BE

レオパードジャカード

29/37

￥5,700 +税

BR-5170-BKB

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

BR-4602-BLA

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

With 1月号

11/28発売

『フォーエバーマーク
タイアップ』

Gainer 12月号

11/10発売

『街ならトート、
モールならショルダー』

CHANTO 12月号

11/7発売

『上司モテ部下
モテコーデ』

〈今月のおすすめ〉

BR-5131-NV

グロッシークロコ
3wayボストン小

17/28/13
¥21,000 +税

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！

RE-3454-LGY

フレンチヌバック
ミニショルダー

16/23/7
¥16,000 +税



REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5105

〈TV使用商品〉

REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5104

〈TV使用商品〉

BR-4831-GR

フローイングジップ

26.5/27/7

￥18,000 +税

BR-5081-BK

ファニータッセル

25/23/17

￥22,000 +税

RE-3571-BL

Ｕ

18/27/9

￥18,500 +税

MD-8070-BR

イースト

32/42/7

￥35,000 +税

OH-7080-CA

オイルヌメ

27/33/11

￥23,000 +税

BR-5001-NV

ゴールドリングキャンバス

28/50/12

￥16,800 +税

BR-5081-GY

ファニータッセル

25/23/17

￥22,000 +税

RE-3550-BK

ノーティカル

30/29/18

￥20,000 +税

BR-4991-GY

ゴールドリング

28/50/12

￥23,800 +税

BR-5010-WH

カットワークレース

23/24/20

￥13,800 +税

BR-4600-BK

ジェントルクロコ

34/31/15

￥21,000 +税

RE-3352-BK

キップレザー

24/34/10

￥20,000 +税

OH-7100-KA

パフプリーツ

20/34/24

￥19,000 +税

『ごめんね青春!』

毎週(日)21:00～

TBS系列

『金曜ロードSHOW
『ヒガンバナ』』

未　定

日本テレビ系列

RE-3351-DBR

キップレザー

32/44/6

￥21,000 +税

BR-5080-GO

ファニータッセル

27/31/16

￥20,000 +税

MD-8480-PU

エルソールfeat.ビブラム

33/43/16

￥19,000 +税

MD-8491-OR

オルタナカラー

28/33/16

￥18,000 +税

『月曜ミステリーシアター
『SAKURA～事件を聞く女～』』

毎週(月)20:00～

TBS系列

MD-8490-LBL

オルタナカラー

33/43/16

￥21,000 +税

MD-8220-RE

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

RE-3711-LPI

フレンチシボ

18/27/9

￥20,000 +税

BR-4590-GYA

クリーミー

26/32/13

￥28,000 +税

BRE-0110-RE

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

OH-4240-BEC

ゴールドIVYテープキャンバス

9.5/19

￥16,000 +税

『Nのために』

毎週(金)22:00～

TBS系列

RE-3150-BE

ミルドボーダー

27/32/13

￥13,800 +税

BR-4910-IVB

キューブ

23/28/20

￥24,800 +税

BR-4030-DBL

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

BR-4730-OR

カラフルレザー

28/35/15

￥21,800 +税

『今日は会社休みます。』

毎週(水)22:00～

日テレ系列

RE-3332-CA

ターンロックコットンリネンパテントレザー

22/28/14

￥21,000 +税

『全盲弁護士 大河内健介』

未　定

TBS系列

BR-4202-REA

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

昼ドラマ
『シンデレラデート』

11月3日(月)
13:30～スタート

フジテレビ系列

BR-5090-BK

ナチュラルシック

32/25/16

￥30,000 +税

『連続ドラマW『悪貨』』

11/23(日)
22:00～全5回

WOWOW

『ファーストクラス』

毎週(水)22:00～

フジテレビ系列

『リーガルハイ・スペシャル』

11月22日(土) 
21:00～23:10

フジテレビ系列



REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5105

〈TV使用商品〉

REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5104

〈TV使用商品〉

BR-4831-GR

フローイングジップ

26.5/27/7

￥18,000 +税

BR-5081-BK

ファニータッセル

25/23/17

￥22,000 +税

RE-3571-BL

Ｕ

18/27/9

￥18,500 +税

MD-8070-BR

イースト

32/42/7

￥35,000 +税

OH-7080-CA

オイルヌメ

27/33/11

￥23,000 +税

BR-5001-NV

ゴールドリングキャンバス

28/50/12

￥16,800 +税

BR-5081-GY

ファニータッセル

25/23/17

￥22,000 +税

RE-3550-BK

ノーティカル

30/29/18

￥20,000 +税

BR-4991-GY

ゴールドリング

28/50/12

￥23,800 +税

BR-5010-WH

カットワークレース

23/24/20

￥13,800 +税

BR-4600-BK

ジェントルクロコ

34/31/15

￥21,000 +税

RE-3352-BK

キップレザー

24/34/10

￥20,000 +税

OH-7100-KA

パフプリーツ

20/34/24

￥19,000 +税

『ごめんね青春!』

毎週(日)21:00～

TBS系列

『金曜ロードSHOW
『ヒガンバナ』』

未　定

日本テレビ系列

RE-3351-DBR

キップレザー

32/44/6

￥21,000 +税

BR-5080-GO

ファニータッセル

27/31/16

￥20,000 +税

MD-8480-PU

エルソールfeat.ビブラム

33/43/16

￥19,000 +税

MD-8491-OR

オルタナカラー

28/33/16

￥18,000 +税

『月曜ミステリーシアター
『SAKURA～事件を聞く女～』』

毎週(月)20:00～

TBS系列

MD-8490-LBL

オルタナカラー

33/43/16

￥21,000 +税

MD-8220-RE

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

RE-3711-LPI

フレンチシボ

18/27/9

￥20,000 +税

BR-4590-GYA

クリーミー

26/32/13

￥28,000 +税

BRE-0110-RE

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

OH-4240-BEC

ゴールドIVYテープキャンバス

9.5/19

￥16,000 +税

『Nのために』

毎週(金)22:00～

TBS系列

RE-3150-BE

ミルドボーダー

27/32/13

￥13,800 +税

BR-4910-IVB

キューブ

23/28/20

￥24,800 +税

BR-4030-DBL

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

BR-4730-OR

カラフルレザー

28/35/15

￥21,800 +税

『今日は会社休みます。』

毎週(水)22:00～

日テレ系列

RE-3332-CA

ターンロックコットンリネンパテントレザー

22/28/14

￥21,000 +税

『全盲弁護士 大河内健介』

未　定

TBS系列

BR-4202-REA

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

昼ドラマ
『シンデレラデート』

11月3日(月)
13:30～スタート

フジテレビ系列

BR-5090-BK

ナチュラルシック

32/25/16

￥30,000 +税

『連続ドラマW『悪貨』』

11/23(日)
22:00～全5回

WOWOW

『ファーストクラス』

毎週(水)22:00～

フジテレビ系列

『リーガルハイ・スペシャル』

11月22日(土) 
21:00～23:10

フジテレビ系列
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REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5107

〈TV使用商品〉

REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5106

〈TV使用商品〉

BR-4972-BK

レクタングルロック

17/27/7

￥17,500 +税

OH-0026-BE

ボンディングスポーツ

32/48/21

￥8,800 +税

BR-4604-IV

ジェントルクロコ

30/30/7

￥16,800 +税

『霧の旗』

未　定

テレビ朝日

BR-4590-GYA

クリーミー

26/32/13

￥28,000 +税

RE-3380-CA

ヌーベルパイソン

18/27/6

￥19,000 +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』

11月8日（土）公開

映画

MD-8470-BK

エルソール

33/43/16

￥21,000 +税

BR-4601-RE

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,900 +税

『想いのこし』

11月22日(土)公開

映画

RE-3590-BE

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥22,000 +税

RE-3681-LBE

フリンジタッセル

17/24/7

￥16,000 +税

RE-2907-NV

ヴィンテージフラックルレザー

18/36/10

￥16,000 +税

OH-7080-BK

オイルヌメ

27/33/11

￥23,000 +税

『昨日のカレー、明日のパン』

10月5日(日)
22:00～22:50

NHK BSプレミアム

◇全ての工程を自社で行います。
◇職人が直接お受けいたしますので、難しい修理もご相談ください。
◇価格表(別途)よりも、安くできる場合もあります。

あきらめても捨てられない、思い出の鞄。誰にも必ずあると思います。
もう一度修理して、思い出の続きを作ってください!

（株）伊藤鞄製作所 Again
〒120-0005 
東京都足立区東綾瀬3-5-6
[TEL] 03-5856-2234
[OPEN] 10:00～20:00
[休日] 日・祭日
http://ito-kaban.jp/repair.html

REGALO原宿店 Again
〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前2-18-7
[TEL] 03-5770-5253
[OPEN] 11:00～19:00
[休日] 不定休
http://www.regalo-bag.co.jp/

全国送料無料

Again
鞄・財布・革小物他　ブランド品修理
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REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5107

〈TV使用商品〉

REGALO NEWS 2014年11月号 / vol.5106

〈TV使用商品〉

BR-4972-BK

レクタングルロック

17/27/7

￥17,500 +税

OH-0026-BE

ボンディングスポーツ

32/48/21

￥8,800 +税

BR-4604-IV

ジェントルクロコ

30/30/7

￥16,800 +税

『霧の旗』

未　定

テレビ朝日

BR-4590-GYA

クリーミー

26/32/13

￥28,000 +税

RE-3380-CA

ヌーベルパイソン

18/27/6

￥19,000 +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』

11月8日（土）公開

映画

MD-8470-BK

エルソール

33/43/16

￥21,000 +税

BR-4601-RE

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,900 +税

『想いのこし』

11月22日(土)公開

映画

RE-3590-BE

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥22,000 +税

RE-3681-LBE

フリンジタッセル

17/24/7

￥16,000 +税

RE-2907-NV

ヴィンテージフラックルレザー

18/36/10

￥16,000 +税

OH-7080-BK

オイルヌメ

27/33/11

￥23,000 +税

『昨日のカレー、明日のパン』

10月5日(日)
22:00～22:50

NHK BSプレミアム

◇全ての工程を自社で行います。
◇職人が直接お受けいたしますので、難しい修理もご相談ください。
◇価格表(別途)よりも、安くできる場合もあります。

あきらめても捨てられない、思い出の鞄。誰にも必ずあると思います。
もう一度修理して、思い出の続きを作ってください!

（株）伊藤鞄製作所 Again
〒120-0005 
東京都足立区東綾瀬3-5-6
[TEL] 03-5856-2234
[OPEN] 10:00～20:00
[休日] 日・祭日
http://ito-kaban.jp/repair.html

REGALO原宿店 Again
〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前2-18-7
[TEL] 03-5770-5253
[OPEN] 11:00～19:00
[休日] 不定休
http://www.regalo-bag.co.jp/

全国送料無料

Again
鞄・財布・革小物他　ブランド品修理
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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〉

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

ごめんね青春! TBS系列 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

Nのために TBS系列 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　他毎週(金)22:00～

全盲弁護士 大河内健介 TBS系列 星野真理、黒川芽衣　他未　定

ファーストクラス フジテレビ系列 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　他毎週(水)22:00～

今日は会社休みます。 日本テレビ系列 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

地獄先生ぬーべー 日本テレビ系列 丸山隆平、桐谷美鈴、速水もこみち、知英、山本美月、知念侑季、優香、高橋秀樹　他

毎週(水)22：00～

毎週(土)21：00～

シンデレラデート フジテレビ系列 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11月3日(月)
13:30～昼ドラマ

リーガルハイ・スペシャル フジテレビ系列 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11月22日(土)
21:00～23:10

月曜ﾐｽﾃﾘｰｼｱﾀ『ーSAKURA～事件を聞く女～』 TBS系列 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

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（火）
23：15～全８回

昨日のカレー、明日のパン NHK BSプレミアム 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10月5日(日)
22:00～22:50

福福荘の福ちゃん 全国ロードショー 大島美幸、水川あさみ、荒川良々　他11月8日（土）～
公開

想いのこし 全国ロードショー 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11月22日(土)～
公開

毎週(日)21:00～

毎週(月)20:00～

金曜ロードSHOW 『ヒガンバナ』 日本テレビ系列 堀北真希、壇れい、知英、高梨臨、YOU、高岡早紀、
いしのようこ、国生さゆり、高橋恵子　他

10月24日(金)
21:00～

放送中ハング BeeTV 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

〈TV使用番組リスト〉

ディマンシェ RE-3830-NV （トート） 35/47/13 ¥14,500+税 / RE-3831-OL （トート小） 27/29/14 ¥14,500+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

憂鬱な月曜日
まだ、２日目かぁの火曜日
少し、元気がでそうな水曜日
やっぱり、くたびれてきてる木曜日
あと一日、今日を乗り切ればの金曜日
やっほー。夜更かし遊びつくしての土曜日。
少し、後悔の日曜日。
あなたはどんな一週間？

おだやかな日曜日を過ごす、大人に憧れているのだけれど。

おだやかな日曜日
( d o u x  d i m a n c h e )


