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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〉

バッグの縁を飾って、デザインしてあります。

そう、トリミングっていうやつです。

洋服の世界だとフリルを付けたり、リボンテープでふち飾りしたり、

少しガーリーだったり、ゴージャスにも。

実はtrimには、すらっとした、ほっそりしたっていう意味もあるのです。

「She cuts a trim figure.」「 彼女はすらっとして見える

そうです、このバッグすらっとして見えるかもです。

ショップでお試しください。

トリム 〈左〉 BR-5560-CAA （3wayショルダー） 21/30/8 ¥25,000+税 〈上〉 BR-5562-GYA （2wayミニショルダー） 14.5/26/7 ¥18,000+税 〈右〉 BR-5561-BK （2wayミニボストン） 17/24/10 ¥21,000+税
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番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

ロマンス 映画 8月29日(土)公開 大島優子、大倉孝二、野嵜好美、西牟田恵　他

S-最後の警官－THE MOVIE 映画 8月29日（日）公開 向井理、綾野剛、新垣結衣、吹石一恵、
オダギリジョー、大森南朋　他

ベトナムの風に吹かれて 映画 2015年10月公開 松坂慶子、草村礼子、奥田瑛二、
柄本明、斉藤洋介　他

偽装の夫婦 日本テレビ系列 天海祐希、沢村一樹、内田有紀、工藤阿須加、佐藤二朗、他毎週(水)22:00～

永久就職試験 日本テレビ系列 桐山蓮、三倉茉奈、小島藤子、馬場園梓、
麿赤兒、冨田恵子、山野海、須藤理彩　他

10月15日（木）
24:59～全4話

『危篤スルー』 日本テレビ系列 生瀬勝久,阿部力、中村静香、植木夏十、
袴田吉彦　他

11月12日（木）
24:59～全4話

いつかティファニーで朝食を 日本テレビ系列 トリンドル玲奈、森カンナ、新木優子、徳永えり　他毎週(日)25:25～

視覚探偵 日暮旅人 日本テレビ系列 松坂桃李、多部未華子、濱田岳、木南晴夏、住田萌乃、臼田あさ美、
落合モトキ、橋本マナミ、生島ヒロシ、北大路欣也　他

11月20日(金)
21:00～

科捜研の女 テレビ朝日系列 沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、風間トオル、
金田明夫、斉藤暁、長田成哉　他毎週（木）20:00～

阿部寛、土屋太鳳、立川談春、安田顕、和田聰宏、
今野浩喜、真矢ミキ、倍賞美津子、吉川晃司、杉良太郎　他下町ロケット TBS系列 毎週(日)21:00～

金曜ドラマ『コウノドリ』 TBS系列 毎週(金)22:00～

香里奈、原田美枝子、鈴木亮平、山本裕典、真野恵里菜、
美保純、戸田菜穂、江波杏子、遠藤憲一　他

綾野剛、松岡茉優、吉田羊、坂口健太郎、清野菜名、平山祐介、
豊本明長、浅野和之、江口のりこ、山口紗弥加　他

結婚式の前日に TBS系列 毎週(火)22:00～

西島秀俊、伊藤淳史、石橋杏奈、伊藤英明　他無痛～診える眼～ フジテレビ系列 毎週(水)22:00～

田中圭、木南晴夏、中村静香、波岡一喜　他恋の時価総額 スカパー！オンデマンド 10月23日(金)
スタート

松雪泰子、ミムラ、西田尚美、麻生祐未、
小池栄子　他5人のジュンコ WOWOW BS9 11月21日(土)

スタート

〈TV使用番組リスト〉 

『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
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BR-5542-BE

レオパードプリント

29/37

￥7,800 +税

RE-4072-BK

グラム

16/21.5/8.5

￥16,800 +税
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RE-3772-GY

シャドー

22/28/8

￥24,000 +税

VERY 11月号

10/7発売

『カラーチャート』
『ユニクロ着回し』

BR-5502-DRE

イージースムース

17/22/7

￥16,000 +税

RE-3757-LGY

リジッド

22/32/4

￥16,500 +税

RE-4000-BK

エクセラ

21.5/28/13

￥25,000 +税

BR-4602-DSV

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

RE-4001-LGY

エクセラ

17/23/15

￥22,000 +税

BR-5600-BK

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

BR-5571-GR

サイドクリップ

16/27/7

￥18,000 +税

BR-5500-LCA

イージースムース

30/30/9

￥25,000 +税

RE-4001-LGY

エクセラ

17/23/15

￥22,000 +税

RE-4062-BK

ソリッド

17/24/9

￥20,000 +税

Steady 12月号

11/7発売

『ボトム×タイツ×靴』

MD-8903-BK

カーフ

45/30/12

￥28,000 +税

MD-8903-OL

カーフ

45/30/12

￥28,000 +税

Gainer 1月号

11/24発売

『Gainer espresso』

RE-3755-WH

リジッド

20.5/26/15

￥24,000 +税

BR-5600-KA

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

BR-5560-CAA

トリム

21/30/8

￥25,000 +税

RE-4061-CA

ソリッド

17/26/15

￥25,000 +税

With 11月号

9/28発売

『希のキャメル
聡子のカーキ』

BR-5492-BO

ハーディークロコ

27/36

￥11,000 +税

BR-5502-GY

イージースムース

17/22/7

￥16,000 +税

RE-4021-BK

ムートン

25/36/16

￥23,000 +税

Marisol 11月号

10/7発売

『ヒルズアヴェニュー T/U』

BR-5470-CA

ラウンドリング

21/28/11

￥22,800 +税

RE-3980-DGY

テジュー

22/28/8

￥20,000 +税

センスのよい女性は
安い服をおしゃれに

見せるワザを持っている

10/26発売

MD-8832-NVO

ビズリップナイロン

40/28/15

￥19,000 +税

FINEBOYS 12月号

11/10発売

『アウター特集』

RE-4021-BK

ムートン

25/36/16

￥23,000 +税

BR-5560-BKA

トリム

21/30/8

￥25,000 +税

BR-5470-CA

ラウンドリング

21/28/11

￥22,800 +税

BR-5600-BO

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

GLOW 12月号

10/28発売

『イオンタイアップ』
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BR-5090-BK

ナチュラルシック

32/25/16

￥30,000 +税

MD-8221-BR

オルタナ

28/33/16

￥30,000 +税

RE-3890-WH

モノクロームジオメトリック

28/22/22

￥15,000 +税

BR-5310-IVA

デイリーズ

28/44/13

￥24,000 +税

RE-3840-GY

フーガ

29/29/16

￥26,000 +税

BR-5430-BL

モールパナマ

28.5/39/12

￥16,800 +税

BR-1236-BEC

パグ

22/31/6

￥11,500 +税

RE-3881-LGY

スクエアメッシュ

26/22/22

￥20,000 +税

RE-3891-BK

モノクロームジオメトリック

26/22/22

￥13,500 +税

RE-3734-WH

トラペーズH

17/24/9

￥19,000 +税

BR-5391-KA

キャリー

26/39/12

￥25,000 +税

RE-3851-NV

NY

30/42/13

￥15,000 +税

MD-8860-OL

エムレット

25/40/18

￥12,800 +税

MD-8220-RE

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

MD-8680-BL

オルタナHE

33/43/18

￥28,000 +税

MD-8066-CA

ハルパー

25/36/12

￥35,000 +税

『下町ロケット』

毎週日曜日21:00～

TBS系列

MD-8490-OR

オルタナカラー

33/43/16

￥21,000 +税

MD-8281-BK

オルタナⅡ

33/43/16

￥11,400 +税

BR-4970-BKA

レクタングルロック

23,5/32/13

￥27,000 +税

BR-5071-NV

ブリッジ

23/28/18

￥27,500 +税

『結婚式の前日に』

毎週火曜日22:00～

TBS系列

BR-5080-WH

ファニータッセル

27/31/16

￥20,000 +税

MDE-0140-GY

ウェービングⅡ

11/19/2

￥16,800 +税

BRE-0110-GY

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

BR-5291-BK

バーチカルメタル

19/24/14

￥24,500 +税

『司法書士姉妹の事件簿』

9月放送予定

テレビ東京系列

MD-8063-GY

ハルパー

22.5/34/11

￥30,000 +税

MD-8840-BK

サモン

28/33

￥29,000 +税

『無痛～診える眼～』

毎週水曜日22:00～

フジテレビ系列

『偽装の夫婦』

毎週水曜日22:00～

日本テレビ系列

金曜ドラマ『コウノドリ』

毎週金曜日 22:00～

TBS系列

RE-3901-NV

LAボーダー

29/28/14

￥15,800 +税

MD-8543-CMB

エルソールfeatヴィブラムコーデュラ

43/32/17

￥16,500 +税

『視覚探偵 日暮旅人』

未　定

日本テレビ系列

『科捜研の女』

毎週木曜日20:00～

テレビ朝日系列

BR-5080-GO

ファニータッセル

27/31/16

￥20,000 +税

RE-3911-LBL

ミニマルヘリテージ

17/26/15

￥25,000 +税

『危篤スルー』

10月15日(木)
24:59～全4話

日本テレビ系列

『ザ・ドライバー』

10月11日(日)
21:00～

テレビ朝日系列
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BR-3790-CA

ボーダーフェイクファー

23/46/14

￥15,000 +税

BR－4910-NVA

キューブ

23/28/20

￥24,800 +税

BR-5200-GY

シャギーモヘア

32/42/12

￥15,000 +税

BR-4840-CA

リファインドムートン

19/28/13

￥21,000 +税

BR-5280-GY

ウォームボーダー

23/24/20

￥16,000 +税

OH-7091-CA

チェルシー

30/40/9

￥24,000 +税

OH-4332-RE

ステディ

28/40/18

￥18,000 +税

BR-4800-BKC

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

『あん』

5月30日(土)
公開

映画

『S-最後の警官
－THE MOVIE』

8月29日（日）
公開

映画

BR-4732-LPI

カラフルレザー

25/21/14

￥20,000 +税

MD-8660-BKG

ディーリズム

43/32/17

￥15,700 +税

BR-5191-BE

ウォーターファウル

26/32/12

￥11,800 +税

『ロマンス』

8月29日(土)
公開

映画

RE-3752-BK

リジッド

26/28/15

￥23,000 +税

RE-3760-DCA

ソルボンヌ

33/46/16

￥28,000 +税

RE-3401-LGY

ワックスアンティック

21/30/10

￥16,800 +税

『ベトナムの風に吹かれて』

2015年10月
公開

映画

BR-5221-CAA

ドローストリングバッグ

30/28/12

￥25,000 +税

BR-4201-NVA

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

RE-3931-NV

セバーグ

25/25/14

￥20,000 +税

BR-5330-BK

スクエアレース

55/39

￥28,000 +税

『ラストコップ』

7月3日(金)配信

日テレ×hulu

BR-5001-NV

ゴールドリング

28/50/12

￥16,800 +税

OH-7091-CA

チェルシー

30/40/9

￥24,000 +税

RE-3760-DCA

ソルボンヌ

33/46/16

￥28,000 +税

RE-3570-YE

U

24/30/14

￥23,000 +税

『フジコ』

11月13日(金)配信

hulu

BR-4593-LOR

クリーミー

13/22/5

￥16,800 +税

BR-5141-PI

タッセルチャーム

18.5/26/7

￥23,000 +税

BR-4992-LGO

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-5151-GY

ワームス

30/30/15

￥25,000 +税

『５人のジュンコ』

11月21日(土)～

wowow連続ドラマ

BR-4033-DPI

スウィングタッセル

15/28/7

￥13,800 +税

BR-4992-LGO

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-4992-GR

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-5170-BK

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

『恋の時価総額』

10月23日(金)
21:00～

スカパー
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BR-3790-CA

ボーダーフェイクファー

23/46/14

￥15,000 +税

BR－4910-NVA

キューブ

23/28/20

￥24,800 +税

BR-5200-GY

シャギーモヘア

32/42/12

￥15,000 +税

BR-4840-CA

リファインドムートン

19/28/13

￥21,000 +税

BR-5280-GY

ウォームボーダー

23/24/20

￥16,000 +税

OH-7091-CA

チェルシー

30/40/9

￥24,000 +税

OH-4332-RE

ステディ

28/40/18

￥18,000 +税

BR-4800-BKC

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

『あん』

5月30日(土)
公開

映画

『S-最後の警官
－THE MOVIE』

8月29日（日）
公開

映画

BR-4732-LPI

カラフルレザー

25/21/14

￥20,000 +税

MD-8660-BKG

ディーリズム

43/32/17

￥15,700 +税

BR-5191-BE

ウォーターファウル

26/32/12

￥11,800 +税

『ロマンス』

8月29日(土)
公開

映画

RE-3752-BK

リジッド

26/28/15

￥23,000 +税

RE-3760-DCA

ソルボンヌ

33/46/16

￥28,000 +税

RE-3401-LGY

ワックスアンティック

21/30/10

￥16,800 +税

『ベトナムの風に吹かれて』

2015年10月
公開

映画

BR-5221-CAA

ドローストリングバッグ

30/28/12

￥25,000 +税

BR-4201-NVA

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

RE-3931-NV

セバーグ

25/25/14

￥20,000 +税

BR-5330-BK

スクエアレース

55/39

￥28,000 +税

『ラストコップ』

7月3日(金)配信

日テレ×hulu

BR-5001-NV

ゴールドリング

28/50/12

￥16,800 +税

OH-7091-CA

チェルシー

30/40/9

￥24,000 +税

RE-3760-DCA

ソルボンヌ

33/46/16

￥28,000 +税

RE-3570-YE

U

24/30/14

￥23,000 +税

『フジコ』

11月13日(金)配信

hulu

BR-4593-LOR

クリーミー

13/22/5

￥16,800 +税

BR-5141-PI

タッセルチャーム

18.5/26/7

￥23,000 +税

BR-4992-LGO

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-5151-GY

ワームス

30/30/15

￥25,000 +税

『５人のジュンコ』

11月21日(土)～

wowow連続ドラマ

BR-4033-DPI

スウィングタッセル

15/28/7

￥13,800 +税

BR-4992-LGO

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-4992-GR

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-5170-BK

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

『恋の時価総額』

10月23日(金)
21:00～

スカパー
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www.regalo-bag.co.jp

shop HARAJUKU

〈TV使用商品〉

バッグの縁を飾って、デザインしてあります。

そう、トリミングっていうやつです。

洋服の世界だとフリルを付けたり、リボンテープでふち飾りしたり、

少しガーリーだったり、ゴージャスにも。

実はtrimには、すらっとした、ほっそりしたっていう意味もあるのです。

「She cuts a trim figure.」「 彼女はすらっとして見える

そうです、このバッグすらっとして見えるかもです。

ショップでお試しください。

トリム 〈左〉 BR-5560-CAA （3wayショルダー） 21/30/8 ¥25,000+税 〈上〉 BR-5562-GYA （2wayミニショルダー） 14.5/26/7 ¥18,000+税 〈右〉 BR-5561-BK （2wayミニボストン） 17/24/10 ¥21,000+税

[trim]

バッグの縁を飾って、デザインしてあります。

そう、トリミングっていうやつです。

洋服の世界だとフリルを付けたり、リボンテープでふち飾りしたり、

少しガーリーだったり、ゴージャスにも。

実はtrimには、すらっとした、ほっそりしたっていう意味もあるのです。

「She cuts a trim figure.」「 彼女はすらっとして見える

そうです、このバッグすらっとして見えるかもです。

ショップでお試しください。

[trim]

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

ロマンス 映画 8月29日(土)公開 大島優子、大倉孝二、野嵜好美、西牟田恵　他

S-最後の警官－THE MOVIE 映画 8月29日（日）公開 向井理、綾野剛、新垣結衣、吹石一恵、
オダギリジョー、大森南朋　他

ベトナムの風に吹かれて 映画 2015年10月公開 松坂慶子、草村礼子、奥田瑛二、
柄本明、斉藤洋介　他

偽装の夫婦 日本テレビ系列 天海祐希、沢村一樹、内田有紀、工藤阿須加、佐藤二朗、他毎週(水)22:00～

永久就職試験 日本テレビ系列 桐山蓮、三倉茉奈、小島藤子、馬場園梓、
麿赤兒、冨田恵子、山野海、須藤理彩　他

10月15日（木）
24:59～全4話

『危篤スルー』 日本テレビ系列 生瀬勝久,阿部力、中村静香、植木夏十、
袴田吉彦　他

11月12日（木）
24:59～全4話

いつかティファニーで朝食を 日本テレビ系列 トリンドル玲奈、森カンナ、新木優子、徳永えり　他毎週(日)25:25～

視覚探偵 日暮旅人 日本テレビ系列 松坂桃李、多部未華子、濱田岳、木南晴夏、住田萌乃、臼田あさ美、
落合モトキ、橋本マナミ、生島ヒロシ、北大路欣也　他

11月20日(金)
21:00～

科捜研の女 テレビ朝日系列 沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、風間トオル、
金田明夫、斉藤暁、長田成哉　他毎週（木）20:00～

阿部寛、土屋太鳳、立川談春、安田顕、和田聰宏、
今野浩喜、真矢ミキ、倍賞美津子、吉川晃司、杉良太郎　他下町ロケット TBS系列 毎週(日)21:00～

金曜ドラマ『コウノドリ』 TBS系列 毎週(金)22:00～

香里奈、原田美枝子、鈴木亮平、山本裕典、真野恵里菜、
美保純、戸田菜穂、江波杏子、遠藤憲一　他

綾野剛、松岡茉優、吉田羊、坂口健太郎、清野菜名、平山祐介、
豊本明長、浅野和之、江口のりこ、山口紗弥加　他

結婚式の前日に TBS系列 毎週(火)22:00～

西島秀俊、伊藤淳史、石橋杏奈、伊藤英明　他無痛～診える眼～ フジテレビ系列 毎週(水)22:00～

田中圭、木南晴夏、中村静香、波岡一喜　他恋の時価総額 スカパー！オンデマンド 10月23日(金)
スタート

松雪泰子、ミムラ、西田尚美、麻生祐未、
小池栄子　他5人のジュンコ WOWOW BS9 11月21日(土)

スタート

〈TV使用番組リスト〉 

『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


