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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使用番組リスト〉 

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

24時間テレビドラマスペシャル
「盲目のヨシノリ先生 ～光を失って心が見えた～」 日本テレビ系列 加藤シゲアキ、沢尻エリカ、風吹ジュン、高林由紀子　他2016年8月27（土）

21：00頃～

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8月27日

公開

藤原竜也、玉山鉄二、黒木瞳、二階堂ふみ、
伊野尾慧、鶴見辰吾、ミムラ　他そして誰もいなくなった 日本テレビ系列 毎週(日)22:00～

北川景子、工藤阿須加、千葉雄大、イモトアヤコ、鈴木裕樹、
新木優子、本多力、臼田あさ美、梶原善、仲村トオル　他家売るオンナ 日本テレビ系列 毎週(水)22:00～

黒島結菜、菊池風磨、竹内涼真、吉本実憂、
田口浩正、高橋克実、加藤シゲアキ、高畑淳子　他時をかける少女 日本テレビ系列 毎週(土)21:00～

寺尾聰、多部未華子、真剣佑、村上虹郎、
北村匠海、太賀、佐野岳、石坂浩二　他仰げば尊し TBS系列 毎週(日)21:00～

向井理、木村文乃、佐藤二朗、火野正平、宅麻伸　他神の舌を持つ男 TBS系列 毎週(金)22:00～

高島礼子、宮崎美子、高畑淳子、渡辺いっけい、相島一之、飯田基祐、
冨家規政、増澤ノゾム、近野成美、杉浦琴乃、泉川美穂　他女たちの特捜最前線 テレビ朝日系列 毎週(木)20:00～

伊原剛志、柄本佑、山本舞香、上地雄輔、
板谷由夏、里見浩太朗　他やっさん テレビ東京系列 毎週(金)20:00～

松嶋菜々子、松田龍平、DAIGO、岡田義徳、中村アン、足立梨花、白州迅、
高木渉、伊藤歩、板尾創路、松原智恵子、石丸幹二、原田泰造　他営業部長 吉良奈津子 フジテレビ系列 毎週(木)22:00～

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4日

公開

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11月5日
公開

阿部寛、天海祐希　他恋妻家宮本 映　画 2017年1月21日
公開

山本美月、伊野尾慧、永野芽郁　他ピーチガール 映　画 2017年
全国公開

滝沢秀明、有岡大貴、門脇麦　他こどもつかい 映　画 2017年春
公開予定

内山理名、遠藤久美子、弥尋、東松史子　他ゆらり 映　画 2017年春
公開予定

Hand dye works  MD-9070-BE （トート大） 30/40/13 ¥24,000+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

多くは、旅立ちや出発で使われますが、新しい試み、新発展、

日常慣習からの離脱などとしても意味されます。

今年、新しい事試したか？日常慣習なんて変えようと思ったか？

毎日が同じ朝に、慣れてしまってる自分としては、少し考えさせられます。

よし、明日から、変わらなくちゃ、変えなくちゃ、夜になるとそう思うのに。

着替えもせずに、寝落ちするこのテイタラク。

うーん、それには、まず、見た目から変えてみようか。

さぁ、行くぞって気持ちにさせるこのバッグ。

見せびらかしに出発。

Departure
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MD-8295-GR

カチナ

34/37

￥18,000 +税

BR-4602-BK

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

BR-5611-NV

ラウンドロック

19/25/12

￥25,000 +税

BR-5301-GY

パイピングアクセント

19/28/13

￥29,000 +税

松浦幸子の
ニットワールド

8月末売

セブン＆アイ出版
ムック本

MD-8872-BE

ベンタイル

40/28/15

￥19,800 +税

最優秀カバン

6/20発売

宝島社 ムック本

RE-4073-GY

グラム

25/24/24

￥22,000 +税

BR-5760-BE

ロックポイント

20/33/13

￥28,000 +税

MORE 10月号

8/28発売

『お仕事Bag』
『白ブラウス』

RE-4200-CA

Tバー

27/32/21

￥16,000 +税

BR-5610-WH

ラウンドロック

25/27/14

￥23,000 +税

Domani 9月号

8/1発売

『タイトスカート』

RE-4201-BK

Tバー

23/23/8

￥14,500 +税

GINGER 9月号

7/23発売

『アレクサ連載ページ』

BR-5600-KA

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

MD-8910-OL

ノーム

40/33/12

￥9,500 +税

Domani 8月号

7/1発売

『ワンツーフィニッシュセット』

BR-5600-BO

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

GINGER 8月号

7/1発売

BR-5503-WH

イージースムース

21/30/6

￥20,000 +税

GINGER 10月号

8/23発売

『KOSE T/U』

REGALO
news

MAGA
ZiNE
information

RE-4201-CA

Tバー

23/23/8

￥14,500 +税

RE-4091-CA

エスプリ

18/23/14

￥24,000 +税

RE-4200-BK

Tバー

27/32/21

￥16,000 +税

Steady. 8月号

7/7発売

『足を出さないコーデ』

RE-4073-GY

グラム

25/24/24

￥22,000 +税

BR-5731-BR

スクエアメタル

19/28/13

￥23,800 +税

BR-5742-BK

ベルトアクセント

17/26(27)/6

￥18,000 +税

RE-4212-BK

スリット

18/26/16

￥22,000 +税

With 10月号

8/28発売

『秋のトレンド超まとめ』

BR-5760-BE
ロックポイント
3wayショルダー

20/33/13
¥28,000 +税 

RE-4091-CA
エスプリ

2wayトート小
18/23/14

¥24,000 +税 

〈今月のおすすめ〉

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！
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大人気！！
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MD-8832-NVO

ビズリップ ナイロン

40/28/15

￥19,000 +税

OH-7151-BE

ループレザー

29/28/10

￥14,800 +税

MD-8903-OL

カーフ

45/22/9

￥28,000 +税

『神の舌を持つ男』

毎週（金）22:00～

TBS系列
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〈TV使用商品〉〈TV使用商品〉

BR-5700-IV

ブレード

27/34/20

￥15,800 +税

BRE-0132-WH

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +税

RE-4130-BK

エスプリネイチャー

23/25/16

￥21,000 +税

『家売る女』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列

RE-4192-BK

エキゾチック イン モロッコ

21/28/15

￥13,800 +税

BR-5650-NV

フリンジライン

24/34/8

￥13,800 +税

BR-5631-GY

ハンドステッチ

32/30/5

￥23,000 +税

RE-3840-GY

フーガ

29/29/16

￥26,000 +税

『時をかける少女』

毎週（土）21:00～

日本テレビ系列

RE-4112-BE

デザート

32/38/6

￥24,000 +税

『女たちの特捜最前線』

毎週（木）20:00～

テレビ朝日系列

〈TV使用商品〉

REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

BR-4995-BE

ゴールドリング

18/25/12

￥24,000 +税

RE-3803-LBL

サフィアーノ

23/28/12

￥23,000 +税

BR-5472-IV

ラウンドリング

27/34/12

￥28,000 +税

RE-4142-KA

バーキンバスケット

25/22/22

￥16,800 +税

BR-5611-NV

ラウンドロック

19/25/12

￥25,000 +税

BR-5621-BE

カーミング

28/31/17

￥21,000 +税

BR-4992-DGR

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-5620-WH

カーミング

26/31/15

￥26,800 +税

BRE-0112-CA

ロックセットクロコ

7.5/11

￥6,000 +税

RE-4074-NV

グラム

18/23/4

￥16,800 +税

BR-4603-DSV

ジェントルクロコ

16/29/9

￥13,800 +税

BR-4201-PIA

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

RE-3912-LBA

ミニマルヘリテージ

19/28/8

￥19,000 +税

BR-5711-PI

フルール

32/42/12

￥14,800 +税

BR-4602-LYE

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

REGALO
news

TV
information

MD-8991-NV

パック

60/30/16

￥22,500 +税

MD-8871-BE

ベンタイル

30/30/13

￥18,500 +税

REE-1070-CA

ターンロック

10/20

￥16,800 +税

24時間テレビ
ドラマスペシャル

『盲目のヨシノリ先生
～光を失って心が見えた～』

8月27（土）21：00頃

日本テレビ系列

MD-8790-NV

クラフ

30/43/6

￥68,000 +税

『営業部長 吉良奈津子』

毎週（木）22:00～

フジテレビ系列



REGALO
news

TV
information

MD-8832-NVO

ビズリップ ナイロン

40/28/15

￥19,000 +税

OH-7151-BE

ループレザー

29/28/10

￥14,800 +税

MD-8903-OL

カーフ

45/22/9

￥28,000 +税

『神の舌を持つ男』

毎週（金）22:00～

TBS系列

REGALO NEWS 2016年8月号 / vol.7204

〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2016年8月号 / vol.7205

〈TV使用商品〉〈TV使用商品〉

BR-5700-IV

ブレード

27/34/20

￥15,800 +税

BRE-0132-WH

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +税

RE-4130-BK

エスプリネイチャー

23/25/16

￥21,000 +税

『家売る女』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列

RE-4192-BK

エキゾチック イン モロッコ

21/28/15

￥13,800 +税

BR-5650-NV

フリンジライン

24/34/8

￥13,800 +税

BR-5631-GY

ハンドステッチ

32/30/5

￥23,000 +税

RE-3840-GY

フーガ

29/29/16

￥26,000 +税

『時をかける少女』

毎週（土）21:00～

日本テレビ系列

RE-4112-BE

デザート

32/38/6

￥24,000 +税

『女たちの特捜最前線』

毎週（木）20:00～

テレビ朝日系列

〈TV使用商品〉

REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

BR-4995-BE

ゴールドリング

18/25/12

￥24,000 +税

RE-3803-LBL

サフィアーノ

23/28/12

￥23,000 +税

BR-5472-IV

ラウンドリング

27/34/12

￥28,000 +税

RE-4142-KA

バーキンバスケット

25/22/22

￥16,800 +税

BR-5611-NV

ラウンドロック

19/25/12

￥25,000 +税

BR-5621-BE

カーミング

28/31/17

￥21,000 +税

BR-4992-DGR

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

BR-5620-WH

カーミング

26/31/15

￥26,800 +税

BRE-0112-CA

ロックセットクロコ

7.5/11

￥6,000 +税

RE-4074-NV

グラム

18/23/4

￥16,800 +税

BR-4603-DSV

ジェントルクロコ

16/29/9

￥13,800 +税

BR-4201-PIA

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

RE-3912-LBA

ミニマルヘリテージ

19/28/8

￥19,000 +税

BR-5711-PI

フルール

32/42/12

￥14,800 +税

BR-4602-LYE

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

REGALO
news

TV
information

MD-8991-NV

パック

60/30/16

￥22,500 +税

MD-8871-BE

ベンタイル

30/30/13

￥18,500 +税

REE-1070-CA

ターンロック

10/20

￥16,800 +税

24時間テレビ
ドラマスペシャル

『盲目のヨシノリ先生
～光を失って心が見えた～』

8月27（土）21：00頃

日本テレビ系列

MD-8790-NV

クラフ

30/43/6

￥68,000 +税

『営業部長 吉良奈津子』

毎週（木）22:00～

フジテレビ系列



REGALO NEWS 2016年8月号 / vol.7206 REGALO NEWS 2016年8月号 / vol.7207

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-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11月5日
公開予定

映画

〈TV使用商品〉 〈TV使用商品〉
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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-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

BR-4995-LBL

ゴールドリング

18/25/12

￥24,000 +税

REGALO
news

TV
information

BRE-0180-BK

ラウンドリング

9.5/19

￥15,000 +税

BRE-0111-BL

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

MDE-0131-GY

ウェービング

7.5/11

￥11,000 +税

BRE-0131-GY

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

RE-3731-BK

トラペーズH

26/34/14

￥28,000 +税

RE-3871-NV

ノーティカルウェーブ

20/30/14

￥25,000 +税

BR-4202-BLA

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

BR-4990-WH

ゴールドリング

26/32/14

￥21,000 +税

REE-1142-WHB

カプリ

10/20

￥12,000 +税

BR-4994-NV

ゴールドリング

30/23/17

￥24,800 +税

RE-3735-GYA

トラペーズH

15/20/7

￥16,800 +税

BR-4601-BLA

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,500 +税

BR-4992-GR

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

『仰げば尊し』

毎週（日）21:00～

TBS系列

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8月27日
公開

映画

BR-5493-IV

ハーディークロコ

23/36/13

￥18,000 +税

『やっさん』

毎週（金）20:00～

テレビ東京系列

RE-3870-BK

ノーティカルウェーブ

26/28/15

￥25,000 +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4日
公開

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-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11月5日
公開予定

映画

〈TV使用商品〉 〈TV使用商品〉

REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

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-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

BR-4995-LBL

ゴールドリング

18/25/12

￥24,000 +税

REGALO
news

TV
information

BRE-0180-BK

ラウンドリング

9.5/19

￥15,000 +税

BRE-0111-BL

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

MDE-0131-GY

ウェービング

7.5/11

￥11,000 +税

BRE-0131-GY

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

RE-3731-BK

トラペーズH

26/34/14

￥28,000 +税

RE-3871-NV

ノーティカルウェーブ

20/30/14

￥25,000 +税

BR-4202-BLA

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

BR-4990-WH

ゴールドリング

26/32/14

￥21,000 +税

REE-1142-WHB

カプリ

10/20

￥12,000 +税

BR-4994-NV

ゴールドリング

30/23/17

￥24,800 +税

RE-3735-GYA

トラペーズH

15/20/7

￥16,800 +税

BR-4601-BLA

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,500 +税

BR-4992-GR

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

『仰げば尊し』

毎週（日）21:00～

TBS系列

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8月27日
公開

映画

BR-5493-IV

ハーディークロコ

23/36/13

￥18,000 +税

『やっさん』

毎週（金）20:00～

テレビ東京系列

RE-3870-BK

ノーティカルウェーブ

26/28/15

￥25,000 +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4日
公開

映画
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www.regalo-bag.co.jp

shop HARAJUKU

〈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

24時間テレビドラマスペシャル
「盲目のヨシノリ先生 ～光を失って心が見えた～」 日本テレビ系列 加藤シゲアキ、沢尻エリカ、風吹ジュン、高林由紀子　他2016年8月27（土）

21：00頃～

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8月27日

公開

藤原竜也、玉山鉄二、黒木瞳、二階堂ふみ、
伊野尾慧、鶴見辰吾、ミムラ　他そして誰もいなくなった 日本テレビ系列 毎週(日)22:00～

北川景子、工藤阿須加、千葉雄大、イモトアヤコ、鈴木裕樹、
新木優子、本多力、臼田あさ美、梶原善、仲村トオル　他家売るオンナ 日本テレビ系列 毎週(水)22:00～

黒島結菜、菊池風磨、竹内涼真、吉本実憂、
田口浩正、高橋克実、加藤シゲアキ、高畑淳子　他時をかける少女 日本テレビ系列 毎週(土)21:00～

寺尾聰、多部未華子、真剣佑、村上虹郎、
北村匠海、太賀、佐野岳、石坂浩二　他仰げば尊し TBS系列 毎週(日)21:00～

向井理、木村文乃、佐藤二朗、火野正平、宅麻伸　他神の舌を持つ男 TBS系列 毎週(金)22:00～

高島礼子、宮崎美子、高畑淳子、渡辺いっけい、相島一之、飯田基祐、
冨家規政、増澤ノゾム、近野成美、杉浦琴乃、泉川美穂　他女たちの特捜最前線 テレビ朝日系列 毎週(木)20:00～

伊原剛志、柄本佑、山本舞香、上地雄輔、
板谷由夏、里見浩太朗　他やっさん テレビ東京系列 毎週(金)20:00～

松嶋菜々子、松田龍平、DAIGO、岡田義徳、中村アン、足立梨花、白州迅、
高木渉、伊藤歩、板尾創路、松原智恵子、石丸幹二、原田泰造　他営業部長 吉良奈津子 フジテレビ系列 毎週(木)22:00～

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4日

公開

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11月5日
公開

阿部寛、天海祐希　他恋妻家宮本 映　画 2017年1月21日
公開

山本美月、伊野尾慧、永野芽郁　他ピーチガール 映　画 2017年
全国公開

滝沢秀明、有岡大貴、門脇麦　他こどもつかい 映　画 2017年春
公開予定

内山理名、遠藤久美子、弥尋、東松史子　他ゆらり 映　画 2017年春
公開予定

Hand dye works  MD-9070-BE （トート大） 30/40/13 ¥24,000+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

多くは、旅立ちや出発で使われますが、新しい試み、新発展、

日常慣習からの離脱などとしても意味されます。

今年、新しい事試したか？日常慣習なんて変えようと思ったか？

毎日が同じ朝に、慣れてしまってる自分としては、少し考えさせられます。

よし、明日から、変わらなくちゃ、変えなくちゃ、夜になるとそう思うのに。

着替えもせずに、寝落ちするこのテイタラク。

うーん、それには、まず、見た目から変えてみようか。

さぁ、行くぞって気持ちにさせるこのバッグ。

見せびらかしに出発。

Departure


