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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

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

MARS 日本テレビ系列 藤ヶ谷太輔、窪田正孝、飯豊まりえ、山崎紘菜、稲葉友、前田公輝、
鈴木優華、田原可南子、奥仲麻琴、渡辺佑太朗、黄川田将也　他毎週（土）24:55～

亀梨和也、成宮寛貴、広瀬すず、菜々緒、
北村有起哉、大塚寧々、佐々木蔵之介 他怪盗山猫 日本テレビ系列 毎週（土）21:00～

広末涼子、内田有紀、吉田羊、宮川一朗太、山路和弘、
犬飼貴丈、富司純子、高畑淳子、佐藤隆太　他ナオミとカナコ フジテレビ系列 毎週(木)22:00～

沢口靖子、内藤剛士、若村麻由美、風間トオル、金田明夫、
斉藤暁、長田成哉、山本ひかる、西田健　他科捜研の女2015 テレビ朝日系列 毎週(木)20:00～

家族ノカタチ TBS系列 毎週（日）21：00～ 香取慎吾、永里大介、上野樹里、熊谷葉菜子、水原希子、田中莉奈、
荒川良々、佐々木彰一、千葉雄大、入江春人、柳原可奈子　他

私を離さないで TBS系列 毎週（金）22：00～ 綾瀬はるか、三浦春馬、水川あさみ、鈴木梨央、中川翼、
瑞白さくら、真飛聖、伊藤歩、甲本雅裕、麻生裕未　他

堀北真希、壇れい、知英、高梨臨、YOU、DAIGO、高橋恵子、
市川知宏、平山浩行、佐野史郎、大地真央　他ヒガンバナ 日本テレビ系列 毎週（水）22：00～

斎藤工、窪田正孝、優香、山本美月、マキタスポーツ、清水一希、堀口ひかる、
松永渚、小野寺晃良、長谷川京子、松澤一之、生瀬勝久、夏木マリ　他臨床犯罪学者 火村英生の推理 日本テレビ系列 毎週（日）22:30～

ムロツヨシ、山崎郁三郎、黒川芽以　他悪党たちは千里を走る TBS系列 毎週（水）23:53～

長瀬智也、武井咲、野村周平、小雪、北大路欣也　他フラジャイル フジテレビ系列 毎週（水）22:00～

佐藤江梨子、宅間孝行、遠藤久美子、宮地真緒、
いしのようこ、柄本明、竜雷太　他嵐の涙 ～私たちに明日はある～ フジテレビ系列 毎週（月）～（金）

13:25～

ビートたけし、西島秀俊、忽那汐里、小山田サユリ　他女が眠る時 映　画 2016年2月27日
公　開

多部未華子、倍賞美津子、要潤、北村匠海、
志賀廣太朗、小林聡美、他あやしい彼女 映　画 2016年4月

公開予定

大竹しのぶ、豊川悦司、永瀬正敏、小野真千子、笑福亭鶴瓶、
風間俊介、津川雅彦、長谷川京子、水川あさみ、余貴美子　他鶴橋組　後妻業の女 映　画 2016年6月

公開予定

綾瀬はるか、斉藤工、水原希子、間宮祥太朗、
大地真央、市村正親、他高台家の人々 映　画 2016年6月

公開予定

織田裕二、吉田羊、原田泰造、高島礼子　他ボクの妻と結婚してください 映　画 2016年秋
公開予定

阿部寛、天海祐希　他

大野智、波留、小池栄子、北村一輝　他

恋妻家宮本 映　画 2017年
公開予定

世界一難しい恋 日本テレビ系列 2016年4月期
（水）22:00～

中谷美紀、藤木直人、瀬戸康史、大政絢、平岩紙、
ちすん、平田薫、緑友利恵、森田貫志　他私結婚できないんじゃなくて、しないんです TBS系列 2016年4月期

金曜ドラマ

〈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

エスプリの意味を調べると「精神」「知性」
「才気、機知」批評精神に富んだ軽妙洒脱で
辛辣な言葉を当意即妙に述べる才のこととある。
少し穿った見方で言い換えると、パリっ子は
皮肉屋で、おしゃべりで、その上、歯に衣着せぬ
物言いという感じもしなくはないけど。
現代のエスプリの意味することは、
おしゃれで「小粋」ぐらいの感じで
捉えることで良いのかも。

エスプリの意味を調べると「精神」「知性」
「才気、機知」批評精神に富んだ軽妙洒脱で
辛辣な言葉を当意即妙に述べる才のこととある。
少し穿った見方で言い換えると、パリっ子は
皮肉屋で、おしゃべりで、その上、歯に衣着せぬ
物言いという感じもしなくはないけど。
現代のエスプリの意味することは、
おしゃれで「小粋」ぐらいの感じで
捉えることで良いのかも。

パリのエスプリパリのエスプリ

エスプリ RE-4093-RE （ミニリュック） 24/23/15 ¥22,000+税 / RE-4090-CA （2wayトート） 27/30/15 ¥28,000+税 / RE-4091-NV （2wayトート小） 18/23/14 ¥24,000+税 / RE-4092-RE （ミニショルダー） 23/23/8 ¥16,000+税



REGALO
news

MAGA
ZiNE
information

REGALO NEWS 2016年3月号 / vol.6702

〈雑誌掲載商品〉〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2016年3月号 / vol.6703

BR-5581-BK

ステープル

25/24/12

￥22,000 +税

RE-3350-LBE

キップレザー

31/31/16

￥20,000 +税

BR-5551-BL

シャギーチェック

30/30/12

￥13,800 +税

RE-3753-LBE

リジッド

30/29/15

￥23,000 +税

BR-5321-GY

カーブ

32.5/25/14

￥32,000 +税

MD-8591-GY

ウェービング

28/33/16

￥28,000 +税

BR-4030-DGY

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

RE-4064-BK

ソリッド

21/21/7

￥15,000 +税

RE-4074-CA

グラム

18/23/4

￥16,800 +税

RE-4120-WH

ブルジョアーズボヘミアン

27/22/16

￥22,000 +税

With 4月号

2/28発売

『ユニクロ
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BR-5612-CA

ラウンドロック

17/27/7

￥18,000 +税

BR-5681-OR

プリズム

17/27/6

￥15,000 +税

BR-4997-WH

ゴールドリング

21/19/14

￥15,000 +税

GLOW 5月号

3/28発売

『アマガサT/U』

RE-4201-CA Tバー
ミニショルダー 23/23/8 ¥14,500 +税 

BR-5610-BK ラウンドロック
2wayトート 25/27/14 ¥23,000 +税 

〈今月のおすすめ〉
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大人気！！
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BRE-0151-GY

ブリッジ

9.0/12

￥11,000 +税

MD-8891-BE

エムレットエフ

20/33/16

￥12,500 +税

BR-4609-WHA

ジェントルクロコ

31/27/13.5

￥24,000 +税

『ヒガンバナ』

毎週水曜日22:00～

日本テレビ系列

RE-4060-BK

ソリッド

33/25/17

￥25,800 +税

日曜ドラマ
『臨床犯罪学者
火村英生の推理』

毎週日曜日22:30～

日本テレビ系列

BR-5600-BO

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

BR-5301-GY

パイピングアクセント

19/28/13

￥29,000 +税

MD-8840-BK

サモン

28/33

￥29,000 +税

『科捜研の女』

毎週木曜日20:00～

テレビ朝日系列

MD-8063-GY

ハルパー

22.5/34/11

￥30,000 +税

『嵐の涙
～私たちに明日はある～』

2016年2月1日
土曜日13:25～

フジテレビ系列

〈TV使用商品〉
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BR-5581-BK

ステープル

25/24/12

￥22,000 +税

RE-3350-LBE

キップレザー

31/31/16

￥20,000 +税

BR-5551-BL

シャギーチェック

30/30/12

￥13,800 +税

RE-3753-LBE

リジッド

30/29/15

￥23,000 +税

BR-5321-GY

カーブ

32.5/25/14

￥32,000 +税

MD-8591-GY

ウェービング

28/33/16

￥28,000 +税

BR-4030-DGY

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

RE-4064-BK

ソリッド

21/21/7

￥15,000 +税

RE-4074-CA

グラム

18/23/4

￥16,800 +税

RE-4120-WH

ブルジョアーズボヘミアン

27/22/16

￥22,000 +税

With 4月号

2/28発売

『ユニクロ
/GU/NBB/Visで

30days』
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BR-5612-CA

ラウンドロック

17/27/7

￥18,000 +税

BR-5681-OR

プリズム

17/27/6

￥15,000 +税

BR-4997-WH

ゴールドリング

21/19/14

￥15,000 +税

GLOW 5月号

3/28発売

『アマガサT/U』

RE-4201-CA Tバー
ミニショルダー 23/23/8 ¥14,500 +税 

BR-5610-BK ラウンドロック
2wayトート 25/27/14 ¥23,000 +税 

〈今月のおすすめ〉

  
 

  

■ Steady 4月号 3/7発売 『軽アウター』 ■ Steady 4月号 3/7発売 『軽アウター』

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！
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BRE-0151-GY

ブリッジ

9.0/12

￥11,000 +税

MD-8891-BE

エムレットエフ

20/33/16

￥12,500 +税

BR-4609-WHA

ジェントルクロコ

31/27/13.5

￥24,000 +税

『ヒガンバナ』

毎週水曜日22:00～

日本テレビ系列

RE-4060-BK

ソリッド

33/25/17

￥25,800 +税

日曜ドラマ
『臨床犯罪学者
火村英生の推理』

毎週日曜日22:30～

日本テレビ系列

BR-5600-BO

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

BR-5301-GY

パイピングアクセント

19/28/13

￥29,000 +税

MD-8840-BK

サモン

28/33

￥29,000 +税

『科捜研の女』

毎週木曜日20:00～

テレビ朝日系列

MD-8063-GY

ハルパー

22.5/34/11

￥30,000 +税

『嵐の涙
～私たちに明日はある～』

2016年2月1日
土曜日13:25～

フジテレビ系列

〈TV使用商品〉
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RE-2901-CBK

ヴィンテージフラックルレザー

37/28/11

￥26,600 +税

BR-5550-OR

シャギーチェック

55/39/10

￥17,800 +税

BR-5582-GY

ステープル

19/24/10

￥20,000 +税

RE-3802-BE

サフィアーノ

22/28/8

￥19,500 +税

RE-2905-CA

ヴィンテージフラックルレザー

33/45/6

￥16,800 +税

『MARS』

毎週土曜日24:55～

日本テレビ系列

MD-8540-BKB

エルソールfeat.ヴィブラムコーデュラ

33/43/16

￥19,000 +税

BR-5292-WH

バーチカルメタル

17/27/7

￥17,000 +税

BR-4602-LPI

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

RE-3871-NV

ノーティカルウェーブ

20/30/14

￥25,000 +税

BR-5551-GY

シャギーチェック

30/30/12

￥13,800 +税

『わたしを離さないで』

毎週金曜日22:00～

TBS系列

BR-4995-BE

ゴールドリング

18/25/12

￥24,000 +税

RE-3730-LGY

トラペーズH

24/35/14

￥31,000 +税

RE-4050-BK

オヴァール

35/47/12

￥32,000 +税

RE-3800-DGY

サフィアーノ

26/33/15

￥25,000 +税

MD-8770-BK

リモヴ

35/38/16

￥40,000 +税

RE-3756-CA

リジッド

24/33/15

￥23,000 +税

『悪党たちは千里を走る』

毎週水曜日23:53～

TBS系列

RE-4032-BK

ロービングニット

17/26/15

￥15,000 +税

BR-5381-WH

ステッチライン

22/30/13

￥27,500 +税

『恋の三陸
列車コンで行こう！』

2016年2月27日
土曜日22:00～

NHK

BR-5470-CA

ラウンドリング

16/25/7

￥22,800 +税

MD-8921-BK

ベック

45/28/16

￥16,800 +税

MD-8911-BO

ノーム

28/33/16

￥8,500 +税

『怪盗山猫』

毎週土曜日21:00～

日本テレビ系列

RE-1953-CA

ヴィンテージレザーノンウォッシュ

21/35/7

￥24,000 +税

『フラジャイル』

毎週水曜日22:00～

フジテレビ系列

MD-8490-OR

オルタナカラー

33/43/16

￥21,000 +税

『ナオミとカナコ』

毎週木曜日22:00～

フジテレビ系列

BRE-0131-GY

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

RE-4021-BK

ムートン

25/36/16

￥23,000 +税

MD-8821-NV

エルソールV/L

23/26/16

￥11,800 +税

BR-4994-NV

ゴールドリング

30/23/17

￥24,800 +税

BR-5502-GY

イージースムース

17/22/7

￥16,000 +税

『家族ノカタチ』

毎週日曜日21:00～

TBS系列

RE-3755-WH

リジット

20.5/26/15

￥24,000 +税

RE-3861-BE

ヴィフ

26/24/12

￥22,000 +税

『私結婚できない
んじゃなくて、
しないんです』

2016年4月期

TBS系列



REGALO
news

TV
information

REGALO NEWS 2016年3月号 / vol.6704

〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2016年3月号 / vol.6705

〈TV使用商品〉〈TV使用商品〉

RE-2901-CBK

ヴィンテージフラックルレザー

37/28/11

￥26,600 +税

BR-5550-OR

シャギーチェック

55/39/10

￥17,800 +税

BR-5582-GY

ステープル

19/24/10

￥20,000 +税

RE-3802-BE

サフィアーノ

22/28/8

￥19,500 +税

RE-2905-CA

ヴィンテージフラックルレザー

33/45/6

￥16,800 +税

『MARS』

毎週土曜日24:55～

日本テレビ系列

MD-8540-BKB

エルソールfeat.ヴィブラムコーデュラ

33/43/16

￥19,000 +税

BR-5292-WH

バーチカルメタル

17/27/7

￥17,000 +税

BR-4602-LPI

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

RE-3871-NV

ノーティカルウェーブ

20/30/14

￥25,000 +税

BR-5551-GY

シャギーチェック

30/30/12

￥13,800 +税

『わたしを離さないで』

毎週金曜日22:00～

TBS系列

BR-4995-BE

ゴールドリング

18/25/12

￥24,000 +税

RE-3730-LGY

トラペーズH

24/35/14

￥31,000 +税

RE-4050-BK

オヴァール

35/47/12

￥32,000 +税

RE-3800-DGY

サフィアーノ

26/33/15

￥25,000 +税

MD-8770-BK

リモヴ

35/38/16

￥40,000 +税

RE-3756-CA

リジッド

24/33/15

￥23,000 +税

『悪党たちは千里を走る』

毎週水曜日23:53～

TBS系列

RE-4032-BK

ロービングニット

17/26/15

￥15,000 +税

BR-5381-WH

ステッチライン

22/30/13

￥27,500 +税

『恋の三陸
列車コンで行こう！』

2016年2月27日
土曜日22:00～

NHK

BR-5470-CA

ラウンドリング

16/25/7

￥22,800 +税

MD-8921-BK

ベック

45/28/16

￥16,800 +税

MD-8911-BO

ノーム

28/33/16

￥8,500 +税

『怪盗山猫』

毎週土曜日21:00～

日本テレビ系列

RE-1953-CA

ヴィンテージレザーノンウォッシュ

21/35/7

￥24,000 +税

『フラジャイル』

毎週水曜日22:00～

フジテレビ系列

MD-8490-OR

オルタナカラー

33/43/16

￥21,000 +税

『ナオミとカナコ』

毎週木曜日22:00～

フジテレビ系列

BRE-0131-GY

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

RE-4021-BK

ムートン

25/36/16

￥23,000 +税

MD-8821-NV

エルソールV/L

23/26/16

￥11,800 +税

BR-4994-NV

ゴールドリング

30/23/17

￥24,800 +税

BR-5502-GY

イージースムース

17/22/7

￥16,000 +税

『家族ノカタチ』

毎週日曜日21:00～

TBS系列

RE-3755-WH

リジット

20.5/26/15

￥24,000 +税

RE-3861-BE

ヴィフ

26/24/12

￥22,000 +税

『私結婚できない
んじゃなくて、
しないんです』

2016年4月期

TBS系列
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RE-3870-BK

ノーティカルウェーブ

26/28/15

￥25,000 +税

BR-4995-LBL

ゴールドリング

18/25/12

￥24,000 +税

RE-3800-DGY

サフィアーノ

26/33/15

￥25,000 +税

『高台家の人々』

2016年6月
公開予定

映画

BR-5130-BK

グロッシークロコ

23.5/32/13

￥25,000 +税

『あやしい彼女』

2016年4月
公開予定

映画
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BR-5430-BE

モールパナマ

28.5/39/12

￥16,800 +税

BR-4592-WHA

クリーミー

16/25/7

￥19,000 +税

BR-4730-OR

カラフルレザー

28/35/15

￥21,800 +税

BR-5211-LGY

パグナイロン

22/31/6

￥12,000 +税

BRE-0070-BKA

ハーフムーンメタル

9.5/19

￥16,000 +税

BRE-0112-CA

ロックセットクロコ

7.5/11

￥6,000 +税

BR-5440-YE

コーンフラワー

50/43/25

￥16,000 +税

鶴橋組『後妻業の女』

2016年6月
公開予定

映画
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BR-5210-LOR

パグナイロン

33.5/37/7

￥13,800 +税

MD-8820-OL

エルソール V/L

28/33/16

￥12,800 +税

BR-4602-DGO

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

BRE-0132-OR

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +税

REE-1043-BE

ヴィンテージレザーノンウォッシュ

10/20

￥14,000 +税

BR-5320-LCA

カーブ

55/39

￥35,000 +税

BR-4992-LGO

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-5520-GY

ヘアーポケット

17/24/10

￥26,000 +税

『ボクの妻と結婚してください』

2016年秋
公開予定

映画

RE-3860-LGY

ヴィフ

29/29/13

￥25,000 +税

MD-8780-BK

ラッセル

33/43/16

￥22,000 +税

『女が眠る時』

2016年2月27日
公開予定

映画

BR-4609-WHA ジェントルクロコ
リュック 31/27/13.5 ¥24,000 +税 

MD-8591-GY ウェービング
トート小 28/33/16 ¥28,000 +税 

〈今月のおすすめ〉

    

■ 『ヒガンバナ』 毎週水曜日22:00～ 日本テレビ系列 ■ 『ヒガンバナ』 毎週水曜日22:00～ 日本テレビ系列

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！
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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

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

MARS 日本テレビ系列 藤ヶ谷太輔、窪田正孝、飯豊まりえ、山崎紘菜、稲葉友、前田公輝、
鈴木優華、田原可南子、奥仲麻琴、渡辺佑太朗、黄川田将也　他毎週（土）24:55～

亀梨和也、成宮寛貴、広瀬すず、菜々緒、
北村有起哉、大塚寧々、佐々木蔵之介 他怪盗山猫 日本テレビ系列 毎週（土）21:00～

広末涼子、内田有紀、吉田羊、宮川一朗太、山路和弘、
犬飼貴丈、富司純子、高畑淳子、佐藤隆太　他ナオミとカナコ フジテレビ系列 毎週(木)22:00～

沢口靖子、内藤剛士、若村麻由美、風間トオル、金田明夫、
斉藤暁、長田成哉、山本ひかる、西田健　他科捜研の女2015 テレビ朝日系列 毎週(木)20:00～

家族ノカタチ TBS系列 毎週（日）21：00～ 香取慎吾、永里大介、上野樹里、熊谷葉菜子、水原希子、田中莉奈、
荒川良々、佐々木彰一、千葉雄大、入江春人、柳原可奈子　他

私を離さないで TBS系列 毎週（金）22：00～ 綾瀬はるか、三浦春馬、水川あさみ、鈴木梨央、中川翼、
瑞白さくら、真飛聖、伊藤歩、甲本雅裕、麻生裕未　他

堀北真希、壇れい、知英、高梨臨、YOU、DAIGO、高橋恵子、
市川知宏、平山浩行、佐野史郎、大地真央　他ヒガンバナ 日本テレビ系列 毎週（水）22：00～

斎藤工、窪田正孝、優香、山本美月、マキタスポーツ、清水一希、堀口ひかる、
松永渚、小野寺晃良、長谷川京子、松澤一之、生瀬勝久、夏木マリ　他臨床犯罪学者 火村英生の推理 日本テレビ系列 毎週（日）22:30～

ムロツヨシ、山崎郁三郎、黒川芽以　他悪党たちは千里を走る TBS系列 毎週（水）23:53～

長瀬智也、武井咲、野村周平、小雪、北大路欣也　他フラジャイル フジテレビ系列 毎週（水）22:00～

佐藤江梨子、宅間孝行、遠藤久美子、宮地真緒、
いしのようこ、柄本明、竜雷太　他嵐の涙 ～私たちに明日はある～ フジテレビ系列 毎週（月）～（金）

13:25～

ビートたけし、西島秀俊、忽那汐里、小山田サユリ　他女が眠る時 映　画 2016年2月27日
公　開

多部未華子、倍賞美津子、要潤、北村匠海、
志賀廣太朗、小林聡美、他あやしい彼女 映　画 2016年4月

公開予定

大竹しのぶ、豊川悦司、永瀬正敏、小野真千子、笑福亭鶴瓶、
風間俊介、津川雅彦、長谷川京子、水川あさみ、余貴美子　他鶴橋組　後妻業の女 映　画 2016年6月

公開予定

綾瀬はるか、斉藤工、水原希子、間宮祥太朗、
大地真央、市村正親、他高台家の人々 映　画 2016年6月

公開予定

織田裕二、吉田羊、原田泰造、高島礼子　他ボクの妻と結婚してください 映　画 2016年秋
公開予定

阿部寛、天海祐希　他

大野智、波留、小池栄子、北村一輝　他

恋妻家宮本 映　画 2017年
公開予定

世界一難しい恋 日本テレビ系列 2016年4月期
（水）22:00～

中谷美紀、藤木直人、瀬戸康史、大政絢、平岩紙、
ちすん、平田薫、緑友利恵、森田貫志　他私結婚できないんじゃなくて、しないんです TBS系列 2016年4月期

金曜ドラマ

〈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

エスプリの意味を調べると「精神」「知性」
「才気、機知」批評精神に富んだ軽妙洒脱で
辛辣な言葉を当意即妙に述べる才のこととある。
少し穿った見方で言い換えると、パリっ子は
皮肉屋で、おしゃべりで、その上、歯に衣着せぬ
物言いという感じもしなくはないけど。
現代のエスプリの意味することは、
おしゃれで「小粋」ぐらいの感じで
捉えることで良いのかも。

エスプリの意味を調べると「精神」「知性」
「才気、機知」批評精神に富んだ軽妙洒脱で
辛辣な言葉を当意即妙に述べる才のこととある。
少し穿った見方で言い換えると、パリっ子は
皮肉屋で、おしゃべりで、その上、歯に衣着せぬ
物言いという感じもしなくはないけど。
現代のエスプリの意味することは、
おしゃれで「小粋」ぐらいの感じで
捉えることで良いのかも。

パリのエスプリパリのエスプリ

エスプリ RE-4093-RE （ミニリュック） 24/23/15 ¥22,000+税 / RE-4090-CA （2wayトート） 27/30/15 ¥28,000+税 / RE-4091-NV （2wayトート小） 18/23/14 ¥24,000+税 / RE-4092-RE （ミニショルダー） 23/23/8 ¥16,000+税


