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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

やっぱり、この季節はお出かけしたくなります。

バッグって、どこに何を入れるかを考える時間も

結構、楽しいのです。

あれは、ここに。これは、ここに。

そして、それは、こっち側に。

あぁ、でもあっち側に入れた方が、使いやすいかなぁ。

色々、試してみたら夜中の12時回ってる。

約束してたけど、お弁当はトボケルことにしようかなぁ。

だって、外側にポケットが4つもあるこのバッグがいけないんだぁ。
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そして、それは、こっち側に。

あぁ、でもあっち側に入れた方が、使いやすいかなぁ。

色々、試してみたら夜中の12時回ってる。

約束してたけど、お弁当はトボケルことにしようかなぁ。

だって、外側にポケットが4つもあるこのバッグがいけないんだぁ。

『お出かけの前に。』『お出かけの前に。』

MAPHIA DESIGN ニーバス MD-8982-KA （トート大） 28/40/18 ¥21,000+税 / MD-8981-BE （トート小） 21/28/18 ¥18,000+税 / MD-8980-DOL （トート） 25/33/18 ¥19,000+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

〈TV使用番組リスト〉 

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

ゆとりですがなにか 日本テレビ系列 岡田将生、松坂桃李、柳樂優弥、安藤サクラ、太賀、島崎遙香、高橋洋、吉岡里帆、小松和重、少路勇介、
矢本悠馬、加藤涼、原扶貴子、菊池美里、手塚とおる、青木さやか、中田喜子、吉田鋼太郎、他毎週（日）22:30～

栗山千明、市原隼人、稲垣吾郎、高梨臨、
萬田久子、六角精児、光石家研　他不機嫌な果実 テレビ朝日系列 毎週(金)23:15～

田中麗奈、速水もこみち、南野陽子、板尾創路、
足立梨花、石田ひかり、鈴木梨央　他最後の贈り物 NHK 5月3日（火）

22：00～

松本潤、香川照之、榮倉奈々、青木崇高、片桐仁、マギー、
奥田瑛二、岸部一徳、渡辺真起子、馬場徹　他99.9 －刑事専門弁護士－ TBS系列 毎週(日)21:00～

黒木華、オダキリジョー、坂口健太郎、荒川良々、野々すみ花、
永岡佑、前野朋哉、小日向文世、要潤、永山絢斗、高田純次 他重版出来! TBS系列 毎週(火)22:00～

前田敦子、新井浩文、渡辺大知、中村静香、八木将康、
前田公輝、諸見里大介、今藤洋子、片岡鶴太郎　他毒島ゆり子のせきらら日記 TBS系列 毎週(水)24:10～

中谷美紀、藤木直人、瀬戸康史、夏木マリ、マルシア、大政絢、平岩紙、
ちすん、平田薫、緑友利恵、森田甘路、徳井義実、健太郎　他私結婚できないんじゃなくて、しないんです TBS系列 毎週(金)22:00～

松下奈緒、貫地谷しほり、佐藤仁美、
八嶋智人、尾藤イサオ、松坂慶子　他早子先生、結婚するって本当ですか? フジテレビ系列 毎週(木)22:00～

渡瀬恒彦、井ノ原快彦、羽田美智子、津田寛治、
吹越満、田口浩正、原沙知絵、中越典子　他警視庁捜査一課9係 テレビ朝日系列 毎週(水)21:00～

大野智、波瑠、小池栄子、北村一輝、杉本哲太、丸山智己、
三宅弘城、小瀧望、清水富美加、若林誠　他世界一難しい恋 日本テレビ系列 毎週(水)22:00～

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4月
公開予定

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

高島礼子、原田龍二、岡本玲、田中健、
かたせ梨乃、西野沙織、石田翼、大倉健　他逆転報道の女(５) テレビ朝日系列 5月14日(土)

21:00～

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　他恋妻家宮本 映　画 2017年
公開予定
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MD-8181-BK

ビズ

32/42/16

￥26,000 +税
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REGALO
news

MAGA
ZiNE
information

MD-8690-BK

ビーアウト

25/40/18

￥35,000 +税

REE-1200-YE

キップレザー

9/18.8

￥16,000 +税

REE-1202-DNV

キップレザー

7/11

￥5,000 +税

REGALO
news

MAGA
ZiNE
information

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』

REGALO
news

TV
information

MD-8770-BK

リモヴ

35/38/16

￥40,000 +税

BR-5383-NV

ステッチライン

17/27/7

￥18,000 +税

〈TV使用商品〉

RE-3756-GYA

リジッド

24/33/15

￥23,000 +税

BR-5310-LCA

デイリーズ

28/44/13

￥24,000 +税

RE-3863-NV

ヴィフ

13/22/5

￥18,000 +税

MD-8880-GY

プルーフ

60/30/16

￥23,000 +税

『世界一難しい恋』

毎週水曜日22:00～

日本テレビ系列

BRE-0131-BL

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

REE-1200-CA

キップレザー

9/18.8

￥16,000 +税

BR-5141-NV

タッセルチャーム

18.5/26/7

￥23,000 +税

RE-3757-LGY

リジッド

22/32/4

￥16,500 +税

『早子先生、結婚するって
本当ですか？』

毎週木曜日22:00～

フジテレビ系列

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

VERY 7月号

6/7発売

『フェイラーT/U』

BR-5383-NV

ステッチライン

17/27/7

￥18,000 +税

BR-5160-GY

ラウンドジップ

26.5/43/14

￥32,000 +税

BR-5621-BK カーミング
4wayショルダー 28/31/17 ¥21,000 +税 

BR-5610-BK ラウンドロック
2wayショルダー 25/27/14 ¥23,000 +税 

〈今月のおすすめ〉

  
 

  

■ GINGER 6月号 4/23発売 『おしゃれ向上委員会』 ■ VERY 5月号 4/7発売 『花王フレグランスT/U』

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！

『逆転報道の女(5)』

毎週水曜日24:10～

TBS系列
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『早子先生、結婚するって
本当ですか？』

毎週木曜日22:00～

フジテレビ系列

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

VERY 7月号

6/7発売

『フェイラーT/U』

BR-5383-NV

ステッチライン

17/27/7

￥18,000 +税

BR-5160-GY

ラウンドジップ

26.5/43/14

￥32,000 +税

BR-5621-BK カーミング
4wayショルダー 28/31/17 ¥21,000 +税 
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2wayショルダー 25/27/14 ¥23,000 +税 

〈今月のおすすめ〉

  
 

  

■ GINGER 6月号 4/23発売 『おしゃれ向上委員会』 ■ VERY 5月号 4/7発売 『花王フレグランスT/U』

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！

『逆転報道の女(5)』

毎週水曜日24:10～

TBS系列

PDF化用.indd   2 2016/04/25   13:45



RE-4051-BK

オヴァール

43.5/25/16

￥30,000 +税

BR-4990-BK

ゴールドリング

26/32/14

￥20,000 +税

REGALO NEWS 2016年5月号 / vol.6904

〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2016年5月号 / vol.6905

〈TV使用商品〉〈TV使用商品〉

MD-8220-BK

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

『ゆとりですがなにか』

毎週日曜日22:30～

日本テレビ系列

MD-8480-PU

エルソール feat ビブラム

33/43/16

￥19,000 +税

RE-3803-LBL

サフィア―ノ

23/28/12

￥23,000 +税

RE-3772-BE

シャドー

22/28/8

￥24,000 +税

BR-5291-BK

バーチカルメタル

19/24/14

￥24,500 +税

RE-3755-WH

リジッド

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』

毎週金曜日22:00～

TBS系列
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news

TV
information
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TV
information
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news
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TV
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REGALO
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TV
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information

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-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

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4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

MD-8871-BE

ベンタイル

30/30/13

￥18,500 +税

BR-5322-IV

カーブ

58/45/8

￥40,000 +税

『最後の贈り物』

2016年5月3日
火曜日22:00～

NHK

BR-5310-LCA

デイリーズ

28/44/13

￥24,000 +税

『99.9
-刑事専門弁護士-』

毎週日曜日21:00～

TBS系列
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映画
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REGALO
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TV
information

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

〈TV使用商品〉 〈2016 SS カタログ〉

REGALO 2016 SS カタログが出来ました。
2016春夏のREGALOのラインアップをご紹介するシーズンカタログです。
数量に限りがございますが、店頭に無い場合は、ホームページ【http://www.regalo-bag.co.jp/】よりお申込み
いただけます。

BR-5210-LOR パグナイロン
ショルダー中 33.5/37/7 ¥13,800 +税 

エスプリネイチャー
RE-4130-BK 2wayトート ¥21,000 +税 
RE-4131-CA トート ¥22,000 +税 
RE-4132-CA トート小 ¥18,000 +税 

BR-5211-LGY パグナイロン
2wayショルダー小 22/31/6 ¥12,000 +税 

〈今月のおすすめ〉
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shop HARAJUKU

やっぱり、この季節はお出かけしたくなります。

バッグって、どこに何を入れるかを考える時間も

結構、楽しいのです。

あれは、ここに。これは、ここに。

そして、それは、こっち側に。

あぁ、でもあっち側に入れた方が、使いやすいかなぁ。

色々、試してみたら夜中の12時回ってる。

約束してたけど、お弁当はトボケルことにしようかなぁ。

だって、外側にポケットが4つもあるこのバッグがいけないんだぁ。

やっぱり、この季節はお出かけしたくなります。

バッグって、どこに何を入れるかを考える時間も

結構、楽しいのです。

あれは、ここに。これは、ここに。

そして、それは、こっち側に。

あぁ、でもあっち側に入れた方が、使いやすいかなぁ。

色々、試してみたら夜中の12時回ってる。

約束してたけど、お弁当はトボケルことにしようかなぁ。

だって、外側にポケットが4つもあるこのバッグがいけないんだぁ。

『お出かけの前に。』『お出かけの前に。』

MAPHIA DESIGN ニーバス MD-8982-KA （トート大） 28/40/18 ¥21,000+税 / MD-8981-BE （トート小） 21/28/18 ¥18,000+税 / MD-8980-DOL （トート） 25/33/18 ¥19,000+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

〈TV使用番組リスト〉 

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

ゆとりですがなにか 日本テレビ系列 岡田将生、松坂桃李、柳樂優弥、安藤サクラ、太賀、島崎遙香、高橋洋、吉岡里帆、小松和重、少路勇介、
矢本悠馬、加藤涼、原扶貴子、菊池美里、手塚とおる、青木さやか、中田喜子、吉田鋼太郎、他毎週（日）22:30～

栗山千明、市原隼人、稲垣吾郎、高梨臨、
萬田久子、六角精児、光石家研　他不機嫌な果実 テレビ朝日系列 毎週(金)23:15～

田中麗奈、速水もこみち、南野陽子、板尾創路、
足立梨花、石田ひかり、鈴木梨央　他最後の贈り物 NHK 5月3日（火）

22：00～

松本潤、香川照之、榮倉奈々、青木崇高、片桐仁、マギー、
奥田瑛二、岸部一徳、渡辺真起子、馬場徹　他99.9 －刑事専門弁護士－ TBS系列 毎週(日)21:00～

黒木華、オダキリジョー、坂口健太郎、荒川良々、野々すみ花、
永岡佑、前野朋哉、小日向文世、要潤、永山絢斗、高田純次 他重版出来! TBS系列 毎週(火)22:00～

前田敦子、新井浩文、渡辺大知、中村静香、八木将康、
前田公輝、諸見里大介、今藤洋子、片岡鶴太郎　他毒島ゆり子のせきらら日記 TBS系列 毎週(水)24:10～

中谷美紀、藤木直人、瀬戸康史、夏木マリ、マルシア、大政絢、平岩紙、
ちすん、平田薫、緑友利恵、森田甘路、徳井義実、健太郎　他私結婚できないんじゃなくて、しないんです TBS系列 毎週(金)22:00～

松下奈緒、貫地谷しほり、佐藤仁美、
八嶋智人、尾藤イサオ、松坂慶子　他早子先生、結婚するって本当ですか? フジテレビ系列 毎週(木)22:00～

渡瀬恒彦、井ノ原快彦、羽田美智子、津田寛治、
吹越満、田口浩正、原沙知絵、中越典子　他警視庁捜査一課9係 テレビ朝日系列 毎週(水)21:00～

大野智、波瑠、小池栄子、北村一輝、杉本哲太、丸山智己、
三宅弘城、小瀧望、清水富美加、若林誠　他世界一難しい恋 日本テレビ系列 毎週(水)22:00～

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4月
公開予定

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

高島礼子、原田龍二、岡本玲、田中健、
かたせ梨乃、西野沙織、石田翼、大倉健　他逆転報道の女(５) テレビ朝日系列 5月14日(土)

21:00～

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　他恋妻家宮本 映　画 2017年
公開予定
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