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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

北川景子、光石 研、永山絢斗、矢本悠馬、
新井浩文、金子大地　他フェイクニュース NHK 10月20日（土）、27日（土）

21:00～

真木よう子、仲里依紗、岩田剛典、岡山天音、
片桐はいり、小柳ルミ子　他炎上弁護人 NHK 12月15日（土） 21:00～

沢口靖子、内藤剛志　他科捜研の女 テレビ朝日系列 毎週（木）20：00～

玉木宏、比嘉愛未、上地雄輔、野々すみ花、
安井順平、堀井新太　他盤上のアルファ～約束の将棋～ NHK 2019年2月3日（日）

22：00～

高畑充希、竹内涼真、中島ひろ子、
映美くらら　他過保護のカホコ2018～ラブ＆ドリーム～ 日本テレビ系列 9月19日（水）21：00～

土屋太鳳、竹内涼真、朝倉あき、恵俊彰、
池畑慎之介、倍賞美津子　他下町ロケット TBS系列 毎週（日）21:00～

新垣結衣、松田龍平、菊地凛子、
八嶋智人、伊藤沙莉　他獣になれない私たち 日本テレビ系列 毎週（水）22：00～

有村架純、岡田健史、夏木マリ、友近、
吉田羊、夏川結衣　他中学聖日記 TBS系列 毎週（火）22:00～

馬場ふみか、佐野ひなこ、久松郁実　他深夜のダメ恋図鑑 テレビ朝日系列 毎週（土）26：30～

戸田恵梨香、ムロツヨシ、富澤たけし、杉野遥亮、
黒川智花、夏樹陽子、草刈民代、松岡昌宏　他大恋愛～僕を忘れる君と TBS系列 毎週（金）22：00～

遠藤憲一、野波麻帆　他さすらい温泉 テレビ東京系列 2018年放送予定

滝沢秀明、山本美月　他孤高のメス ＷＯＷＯＷ 2019年1月放送予定

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9月1日公開

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18日公開

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

渥美清さん、倍賞千恵子、前田吟、
吉岡秀隆　他男はつらいよ 映　画 2019年公開予定

〈TV使用商品〉

『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下記まで。

【ホームページ】 http://www.regalo-bag.co.jp
tel. 03-5770-5252 / e-mail. talk@regalo-bag.co.jp
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￥20,000 +税

BR-6560-BE
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ストイック

28/58(38)/24
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RE-4660-LGY

ティアドロップ

27/43(28)/15

￥18,000 +税

OH-7420-BE

ゴールドIVYテープNEO

34/44/7

￥8,300 +税

〈雑誌掲載商品〉

BR-6480-KA

ドロウ

24/32/12

￥24,800 +税

BR-6421-GY

ソフトシュリンク

23/34(29)/14

￥24,800 +税

BR-6550-NV

エッグ

23/28(24)/14

￥27,500 +税

RE-4720-BEX

ライクアヴィンテージ

13/24/12

￥18,500 +税

BR-6550-BK

エッグ

23/28(24)/14

￥27,500 +税

RE-4700-BO

チップスター

21/33/10

￥18,000 +税

BR-6281-NVA

ソレイユ

24/29(37)/16

￥23,000 +税

BR-6430-CA

ファインムートン

21/36(29)/10

￥24,800 +税

RE-4751-RE

シリンダー

19/27(25)

￥14,800 +税

RE-4720-DNV

ライクアヴィンテージ

13/24/12

￥18,500 +税

RE-4741-BK

モノグラム

20/27/10

￥16,500 +税

レディブティック
1月号

12/7発売

レディブティック
12月号

11/7発売

婦人公論
11/27号、1/22号

10/7発売

『ライン使い』
『赤を着る』

RE-4660-LGY
ティアドロップ

トート
27/43(28)/15

¥18,000 +税

〈今月のおすすめ〉

スタイリスト
大人気！！

OH-7420-BE
ゴールドIVYテープNEO

トート
34/44/7

¥8,300 +税

スタイリスト
大人気！！
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BR-6341-PI

ペプラム

24.5/41(22)/14

￥26,800 +税

REGALO
news

TV
information

REE-1180-LGY

フレーム

10/19.5

￥16,000 +税

RE-4384-LGY

ディマンシェナイロン 

23/38(21)/21

￥12,000 +税

RE-4591-WH

クロッシェ

25/30(22)/12

￥16,500 +税

OH-7501-BL

クレラ

25/36(24)/13

￥6,800 +税

BR-5496-IV

ハーディークロコ

21/19.5/14

￥13,800 +税

RE-4640-BL

リネンウッド

23/32(21)/21

￥18,000 +税

BR-5841-LYE

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +税

BR-5891-BE

ブラバ

21/28/5

￥12,800 +税

BRE-0131-GY

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

OH-7471-KA

ブルーム

38(28)/23(26)/17

￥14,800 +税

BR-6510-NV

エアリーギャザーゴールドネオ

26/31(37)/9

￥18,000 +税

BR-6420-DBE

ソフトシュリンク

24/42(33)/12

￥27,500 +税

BR-6112-CA

エアーシュリンク

19/18(20)/10

￥20,000 +税

BR-6302-BEB

クリスプ

20.5/25(27)/9

￥15,000 +税

BR-6382-BE

グラッセ

20.5/27.5(29.5)/9

￥23,000 +税

BR-6252-RE

クラッキングレンガ

18/26/5

￥15,000 +税

MD-9331-BK

メティエ

40/40/10

￥15,000 +税

MD-9211-BK

ポンプ

33/46/4

￥24,000 +税

『フェイクニュース』

10月20日（土）、27日（土）
21:00～

NHK

RE-4561-DBE

フレシュール

23/46(31)/14

￥35,000 +税

RE-4470-DBE

キャレ

29/46(31)/17

￥30,000 +税

『深夜のダメ恋図鑑』

毎週（土）26：30～

テレビ朝日系列

BR-6420-BK

ソフトシュリンク

24/42(33)/12

￥27,500 +税

『科捜研の女』

毎週（木）20：00～

テレビ朝日系列

『さすらい温泉』

2018年
放送予定

テレビ東京系列

『中学聖日記』

毎週（火）22:00～

TBS系列

BR-6280-WH

ソレイユ

29/34/14

￥26,800 +税

BR-6270-CA

レザーバックル

26/40(30)/12

￥26,800 +税

『下町ロケット』

毎週（日）21:00～

TBS系列

BR-6280-BK

ソレイユ

29/34/14

￥26,800 +税

『炎上弁護人』

12月15日（土）
21:00～

NHK

BR-6290-GY

ナイロンフラワーレース

23/42(22)/14

￥16,500 +税

『盤上のアルファ
～約束の将棋～』

2019年2月3日（日）
22：00～

NHK

BR-6231-WH

クロッシィ

23/30/16

￥18,000 +税

『過保護のカホコ2018～
ラブ＆ドリーム～』

9月19日（水）
21：00～

日本テレビ系列

BR-6240-PI

キャンディー

17/24/9

￥20,000 +税

『獣になれない私たち』

毎週（水）22：00～

日本テレビ系列
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REE-1292-PI

ステラ

 7.5/1

￥6,000 +税

BRE-0150-BK

ブリッジ

9.5/19

￥15,000 +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

『男はつらいよ』

2019年
公開予定

映画

『ハード・コア』

2018年
公開予定

映画

BR-5841-GY

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +税

RE-4390-BK

ステラ

29/44(32)/14

￥25,000 +税

BR-5610-BE

ラウンドロック

25/27/14

￥23,000 +税

BR-6202-BE

スーパーライト

29/30/9 

￥19,000 +税

BR-6130-GY

レザーシュシュメルトン 

26.5/38(31)/14

￥16,500 +税

『空母いぶき』

2019年
公開予定

映画

RE-4393-WH

ステラ 

14/22/7

￥16,800 +税

BR-5921-BK

ルーチェ

19/32/12

￥23,000 +税

『マスカレード・ホテル』

2019年1月18日
公開

映画

〈TV使用商品〉

RE-4310-BK

アンニュイ

23/31/16

￥33,000 +税

RE-4210-GY

スリット

27/32(34)/16

￥28,000 +税

REE-1110-BE

ターンロックキルティング

19.2/9.2

￥20,000 +税

『Bの戦場』

2019年
公開予定

映画

BR-6271-LGY
レザーバックル
2wayショルダー

25/30(24)/14
¥23,000 +税

スタイリスト
大人気！！

BR-5841-LBL

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +税

BR-6072-LGY

フラワースムース

17.5/28(22)/10

￥18,000 +税

MD-9260-BK

フェイブ

30/56(28)/12

￥18,500 +税

RE-4530-IVA

ロー

24/40(28)/14

￥20,000 +税

『力俥』

2018年9月1日
公開

映画

『ジョンク』

2018年秋
公開予定

映画

RE-4300-GY

アイコニック

25/29(31)/15

￥26,800 +税

BR-6280-WH

ソレイユ

29/34/14

￥26,800 +税

MD-9370-GY

スウィープ

28/38/24

￥23,000 +税

RE-4651-DBE

トロワ

18/22/11

￥23,000 +税

BR-6291-NV

ナイロンフラワーレース

23/42(22)/14

￥16,500 +税

『大恋愛～僕を忘れる君と』
毎週（金）22：00～

TBS系列
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23/31/16

￥33,000 +税

RE-4210-GY

スリット

27/32(34)/16

￥28,000 +税

REE-1110-BE

ターンロックキルティング

19.2/9.2
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『Bの戦場』

2019年
公開予定

映画

BR-6271-LGY
レザーバックル
2wayショルダー

25/30(24)/14
¥23,000 +税

スタイリスト
大人気！！

BR-5841-LBL

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +税

BR-6072-LGY

フラワースムース

17.5/28(22)/10

￥18,000 +税

MD-9260-BK

フェイブ

30/56(28)/12

￥18,500 +税

RE-4530-IVA

ロー

24/40(28)/14

￥20,000 +税

『力俥』

2018年9月1日
公開

映画

『ジョンク』

2018年秋
公開予定

映画

RE-4300-GY

アイコニック

25/29(31)/15

￥26,800 +税

BR-6280-WH

ソレイユ

29/34/14

￥26,800 +税

MD-9370-GY

スウィープ

28/38/24

￥23,000 +税

RE-4651-DBE

トロワ

18/22/11

￥23,000 +税

BR-6291-NV

ナイロンフラワーレース

23/42(22)/14

￥16,500 +税

『大恋愛～僕を忘れる君と』
毎週（金）22：00～

TBS系列
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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

北川景子、光石 研、永山絢斗、矢本悠馬、
新井浩文、金子大地　他フェイクニュース NHK 10月20日（土）、27日（土）

21:00～

真木よう子、仲里依紗、岩田剛典、岡山天音、
片桐はいり、小柳ルミ子　他炎上弁護人 NHK 12月15日（土） 21:00～

沢口靖子、内藤剛志　他科捜研の女 テレビ朝日系列 毎週（木）20：00～

玉木宏、比嘉愛未、上地雄輔、野々すみ花、
安井順平、堀井新太　他盤上のアルファ～約束の将棋～ NHK 2019年2月3日（日）

22：00～

高畑充希、竹内涼真、中島ひろ子、
映美くらら　他過保護のカホコ2018～ラブ＆ドリーム～ 日本テレビ系列 9月19日（水）21：00～

土屋太鳳、竹内涼真、朝倉あき、恵俊彰、
池畑慎之介、倍賞美津子　他下町ロケット TBS系列 毎週（日）21:00～

新垣結衣、松田龍平、菊地凛子、
八嶋智人、伊藤沙莉　他獣になれない私たち 日本テレビ系列 毎週（水）22：00～

有村架純、岡田健史、夏木マリ、友近、
吉田羊、夏川結衣　他中学聖日記 TBS系列 毎週（火）22:00～

馬場ふみか、佐野ひなこ、久松郁実　他深夜のダメ恋図鑑 テレビ朝日系列 毎週（土）26：30～

戸田恵梨香、ムロツヨシ、富澤たけし、杉野遥亮、
黒川智花、夏樹陽子、草刈民代、松岡昌宏　他大恋愛～僕を忘れる君と TBS系列 毎週（金）22：00～

遠藤憲一、野波麻帆　他さすらい温泉 テレビ東京系列 2018年放送予定

滝沢秀明、山本美月　他孤高のメス ＷＯＷＯＷ 2019年1月放送予定

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9月1日公開

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18日公開

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

渥美清さん、倍賞千恵子、前田吟、
吉岡秀隆　他男はつらいよ 映　画 2019年公開予定

〈TV使用商品〉

『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下記まで。

【ホームページ】 http://www.regalo-bag.co.jp
tel. 03-5770-5252 / e-mail. talk@regalo-bag.co.jp


