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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

佐々木希、夏菜、中川翔子、徳永えり、
鈴木伸之、片平なぎさ　他デイジー・ラック NHK総合 毎週(金）22：00～

横尾渉、宮田俊哉、二階堂高嗣、千賀健永、
黒川智花　他○○な人の末路 日本テレビ系列 毎週（月）24:59～

波瑠、伊勢谷友介、吉沢亮、
高橋メアリージュン、ブルゾンちえみ　他サバイバルウエディング 日本テレビ系列 7月14日（土）21:00～

二宮和也、竹内涼真、紫吹淳、内野聖陽、
倍賞美津子、小泉孝太郎　他ブラックペアン TBS系列 毎週（日）21:00～

土屋太鳳、オダギリジョー、新木優子、
阿川佐和子　他チア☆ダン TBS系列 7月13日（金）22：00～

杉咲花、平野紫耀、中川大志、濱田龍臣、
飯豊まりえ、今田美桜　他花のち晴れ～花男 Next Season～ TBS系列 毎週（火）22:00～

中谷美紀、玉木宏、駿河太郎、木村 多江、
ユースケ・サンタマリア　他あなたには帰る家がある TBS系列 毎週(金）22：00～

新川優愛、伊藤沙莉、酒井美紀、榊原郁恵、
加藤雅也、柳沢慎吾　他いつまでも白い羽根 フジテレビ系列 毎週（土）23：40～

佐野史郎、朝加真由美、足立梨花、
迫田孝也、江波杏子　他限界団地 フジテレビ系列 毎週（土）23：40～

恵俊彰、宇梶剛士、川村陽介、坪倉由幸、
竜雷太　他はぐれ署長の殺人急行4 TBS系列 7月9日（月）20：00～

沢口靖子、赤井英和、有森也実　他警視庁機動捜査隊216 TBS系列 6月18日（月）20：00～

宮崎あおい　他あにいもうと TBS系列 6月25日（月）20:00～

遠藤憲一、ともさかりえ　他さすらい温泉 テレビ東京系列 2018年放送予定

重岡大毅、神山智洋、関めぐみ　他宇宙を駆けるよだか Netflix

舘ひろし、黒木瞳、広末涼子、臼田あさ美、
田口トモロヲ　他終わった人 映　画 2018年6月9日公開

木村拓哉、二宮和也、吉高由里子、松重豊、
山崎努、亀田佳明、松山愛理、亀田佳明　他検察側の罪人 映　画  2018年8月24日公開

山田孝之、佐藤健、荒川良々　他ハード・コア 映　画 2018年公開予定

関智一、木村良平、中丸シオン、
大高雄一郎、キャッチャー中澤　他力俥 映　画 2018年秋公開予定

小波津亜廉、佐藤美希　他ジョンク 映　画 2018年秋公開予定

木村拓哉、長澤まさみ　他マスカレード・ホテル 映　画 2019年1月公開

よしこ、速水もこみち、大野拓朗、高橋ユウ、
有村藍里、おのののか、山田真歩、安藤玉恵　他Bの戦場 映　画 2019年公開予定

西島秀俊、佐々木蔵之介、斉藤由貴、
秋津竜太、新波歳也　他空母いぶき 映　画 2019年公開予定

〈TV使用商品〉

【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



RE-4572-WH

カラーサンド

20/23/8

￥20,000 +税
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RE-4590-WH

クロッシェ

36(27)/36(34)/10

￥23,800 +税

BR-6261-BL

ニヤ

34/36/16

￥23,000 +税

RE-4561-DBE

フレシュール

23/46(31)/14

￥35,000 +税

MORE 8月号

6/28発売

『バッグ特集』

RE-4611-BK

サークル

30/34(23)/17

￥18,000 +税

BAILA 8月号

7/12発売

『BUY! BAILA』

Steady 8月号

7/7発売

『機能服』

〈雑誌掲載商品〉 〈雑誌掲載商品〉

BR-6350-GR

ウィステリア

30/34/10

￥18,000 +税

RE-4561-DBE

フレシュール

23/46(31)/14

￥35,000 +税

RE-4651-DBE

トロワ

18/22/13

￥23,000 +税

RE-4552-LPU

ピュアネス

20/32(27)/15

￥23,000 +税

BR-6310-LGY

ボヌール

26/28(31)/11

￥23,000 +税

BR-6272-LGY

レザーバックル

22/26(28)/9

￥20,000 +税

RE-4210-GY

スリット

27/32(34)/16

￥28,000 +税

RE-4570-LPU

カラーサンド

23/41(27)/11

￥26,800 +税

RE-4640-NA

リネンウッド

23/32(21)/21

￥18,000 +税

BR-6310-LGY

ボヌール

26/28(31)/11

￥23,000 +税

RE-4581-WH

ルサック

25/31(33)/11

￥21,800 +税

レディブティック
9月号

8/7発売

BR-6231-WH

クロッシィ

24/22/16

￥18,000 +税

RE-4631-YE

フラワーウッド

23/32(21)/21

￥16,500 +税

BR-6311-PU

ボヌール

22/26/16

￥20,000 +税

レディブティック
8月号

7/7発売

RE-4600-SV

ベル

17/26/4

￥23,000 +税

RE-4581-RE

ルサック

25/31(33)/11

￥21,800 +税

ミセスのスタイルブック
盛夏号

6/12発売

文化出版局

RE-4571-YE

カラーサンド

18/23/14

￥24,800 +税

RE-4590-WH

クロッシェ

41/36(34)/10

￥23,800 +税

RE-4552-LPU

ピュアネス

20/32(27)/15

￥23,000 +税

BR-6241-YE

キャンディー

13/18/6

￥16,000 +税

RE-4610-BE

サークル

35/44(23)/26

￥20,000 +税

BR-6330-BL

アフリカントライバル

35/42(36)/6

￥38,000 +税

RE-4560-WH

フレシュール

32/45(29)/16

￥35,000 +税

BR-6231-WH

クロッシィ

24/22/16

￥18,000 +税

GINGER 9月号

7/23発売

『楽天タイアップ』

With 9月号

7/28発売

『着回しセオリー』



OH-7362-GY

オーバル

25/37(20)/16

￥15,700 +税

OH-7280-IV

ラスティックメッシュ

28/46/(25)/10

￥20,000 +税

REE-1110-BE

ターンロックキルティング

19.2/9.2

￥20,000 +税

〈TV使用商品〉 〈TV使用商品〉

BR-5880-CA

シンプルノット

35/52(35)/17

￥25,000 +税

BR-5210-BL

パグナイロン

33.5/37/7

￥13,800 +税

RE-3832-OLC

ディマンシェ 

29/44(31)/14

￥12,800 +税

REGALO
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BRE-0132-RE

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +税

BRE-0131-BL

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

『あなたには帰る家がある』

毎週(金）22：00～

TBS系列

RE-4103-CA

イージーシック

14/23/13 

￥22,000 +税

BR-6020-BE

アイランドクロコ

25/47(32)/15

￥24,000 +税

『ブラックペアン』

毎週（日）21:00～

TBS系列

RE-4100-GY

イージーシック 

28/31/17

￥22,000 +税

RE-4470-DBE

キャレ

29/46(31)/17

￥30,000 +税

BR-6112-CA

エアーシュリンク

19/18(20)/10

￥20,000 +税

BR-5891-BE

ブラバ

21/28/5

￥12,800 +税

RE-4312-RE

アンニュイ

14/24/6

￥18,500 +税

MD-9096-NV

フェリータ

27/25/4

￥15,000 +税

MD-8591-GY

ウェービング

28/33/16

￥28,000 +税

『花のち晴れ～花男
Next Season～』

毎週（火）22:00～

TBS系列

MD-9097-BK

フェリータ

42/32/15

￥30,000 +税

MD-9111-BK

タンク

42/34/7

￥23,500 +税

RE-4384-LGY

ディマンシェナイロン

23/38(21)/21

￥12,000 +税

OH-7351-BE

アーバンナチュラルレザー 

22/32/12

￥20,000 +税

RE-4215-BK

スリット

19/30/13

￥26,800 +税

BR-4992-LBA

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

RE-4214-LPI

スリット

 20/26/16

￥25,000 +税

MD-8790-NV

クラフ

30/43/8

￥68,000 +税

RE-4300-GY

アイコニック

25/29（31）/15

￥26,800 +税

MD-8690-BK

ビーアウト

25/40/18

￥35,000 +税

BRE-0110-GY

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

RE-4511-LGY

ギャザー

18/29（26）/9

￥18,000 +税

『デイジー・ラック』

毎週(金）22：00～

NHK総合

MD-8911-NA

ノーム

28/33/16

￥8,500 +税

MD-8181-BK

ビズ

32/42/16

￥26,000 +税

BR-6240-PI

キャンディー

17/24/9

￥20,000 +税

『サバイバルウエディング』

7月14日（土）
21:00～

日本テレビ系列

『○○な人の末路』

毎週（月）24:59～

日本テレビ系列



〈TV使用商品〉

RE-4630-WH

フラワーウッド

30/50(14)/26

￥18,000 +税

BR-6022-PI

アイランドクロコ

17/27/8

￥18,000 +税

BR-5841-LBL

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +税

BR-4992-CAA

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

『はぐれ署長の殺人急行4』

7月9日（月）20：00～

TBS系列

〈TV使用商品〉

REGALO
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BR-5841-LBL

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +税

REE-1110-BE

ターンロックキルティング

19.2/9.2

￥20,000 +税

RE-4530-IVA

ロー

24/40(28)/14

￥20,000 +税

『力俥』

2018年秋
公開予定

映画

BR-5831-CA

アーバンフーフ

26/32（24）/14

￥23,800 +税

BR-5880-CA

シンプルノット

35/52（35）/17

￥25,000 +税

『終わった人』

2018年6月9日
公開

映画

『マスカレード・ホテル』

2019年1月
公開

映画

RE-4214-LGY

スリット

20/26/16

￥25,000 +税

RE-4393-WH

ステラ 

14/22/7

￥16,800 +税

MD-8790-NV

クラフ

30/43/8

￥68,000 +税

RE-4390-BK

ステラ

29/44(32)/14

￥25,000 +税

RE-4270-GY

クロスジェンダー

24/31/16

￥25,900 +税

BR-5610-BK

ラウンドロック

25/27/14

￥23,000 +税

『ハード・コア』

2018年
公開予定

映画

BR-5921-BK

ルーチェ

19/32/12

￥23,000 +税

OH-7410-IVB

バランス

26/40(30)/14

￥13,800 +税

RE-4214-LBL

スリット

20/26/16

￥25,000 +税

MD-8590-DBR

ウェービング

28/33/16

￥38,000 +税

MD-9242-BKA

ドゥードゥ

40/30/40

￥15,800 +税

『いつまでも白い羽根』

毎週(土）23：40～

フジテレビ系列

MD-9211-BK

ポンプ

33/46/4

￥24,000 +税

MD-9241-DGY

ドゥードゥ

33/33/10

￥11,000 +税

MD-9090-BK

フェリータ

32/36/15

￥21,000 +税

BR-6342-IV

ペプラム

21/27/9

￥20,000 +税

『限界団地』

毎週(土）23：40～

フジテレビ系列

BR-5733-BE

スクエアメタル

17/27/6

￥16,000 +税

あにいもうと

6月25日（月）20:00～

TBS系列

RE-4301-BK

アイコニック

21/23/15

￥26,800 +税

『警視庁機動捜査隊216』

6月18日（月）20：00～

TBS系列

『検察側の罪人』

 2018年8月24日
公開

映画

MD-9210-NV

ポンプ

40/38/4

￥24,000 +税

『宇宙を駆けるよだか』

Netflix
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〈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

佐々木希、夏菜、中川翔子、徳永えり、
鈴木伸之、片平なぎさ　他デイジー・ラック NHK総合 毎週(金）22：00～

横尾渉、宮田俊哉、二階堂高嗣、千賀健永、
黒川智花　他○○な人の末路 日本テレビ系列 毎週（月）24:59～

波瑠、伊勢谷友介、吉沢亮、
高橋メアリージュン、ブルゾンちえみ　他サバイバルウエディング 日本テレビ系列 7月14日（土）21:00～

二宮和也、竹内涼真、紫吹淳、内野聖陽、
倍賞美津子、小泉孝太郎　他ブラックペアン TBS系列 毎週（日）21:00～

土屋太鳳、オダギリジョー、新木優子、
阿川佐和子　他チア☆ダン TBS系列 7月13日（金）22：00～

杉咲花、平野紫耀、中川大志、濱田龍臣、
飯豊まりえ、今田美桜　他花のち晴れ～花男 Next Season～ TBS系列 毎週（火）22:00～

中谷美紀、玉木宏、駿河太郎、木村 多江、
ユースケ・サンタマリア　他あなたには帰る家がある TBS系列 毎週(金）22：00～

新川優愛、伊藤沙莉、酒井美紀、榊原郁恵、
加藤雅也、柳沢慎吾　他いつまでも白い羽根 フジテレビ系列 毎週（土）23：40～

佐野史郎、朝加真由美、足立梨花、
迫田孝也、江波杏子　他限界団地 フジテレビ系列 毎週（土）23：40～

恵俊彰、宇梶剛士、川村陽介、坪倉由幸、
竜雷太　他はぐれ署長の殺人急行4 TBS系列 7月9日（月）20：00～

沢口靖子、赤井英和、有森也実　他警視庁機動捜査隊216 TBS系列 6月18日（月）20：00～

宮崎あおい　他あにいもうと TBS系列 6月25日（月）20:00～

遠藤憲一、ともさかりえ　他さすらい温泉 テレビ東京系列 2018年放送予定

重岡大毅、神山智洋、関めぐみ　他宇宙を駆けるよだか Netflix

舘ひろし、黒木瞳、広末涼子、臼田あさ美、
田口トモロヲ　他終わった人 映　画 2018年6月9日公開

木村拓哉、二宮和也、吉高由里子、松重豊、
山崎努、亀田佳明、松山愛理、亀田佳明　他検察側の罪人 映　画  2018年8月24日公開

山田孝之、佐藤健、荒川良々　他ハード・コア 映　画 2018年公開予定

関智一、木村良平、中丸シオン、
大高雄一郎、キャッチャー中澤　他力俥 映　画 2018年秋公開予定

小波津亜廉、佐藤美希　他ジョンク 映　画 2018年秋公開予定

木村拓哉、長澤まさみ　他マスカレード・ホテル 映　画 2019年1月公開

よしこ、速水もこみち、大野拓朗、高橋ユウ、
有村藍里、おのののか、山田真歩、安藤玉恵　他Bの戦場 映　画 2019年公開予定

西島秀俊、佐々木蔵之介、斉藤由貴、
秋津竜太、新波歳也　他空母いぶき 映　画 2019年公開予定

〈TV使用商品〉

【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


