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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

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～

西島秀俊、伊藤淳史、石田ゆり子、

香川照之　他

SPドラマ　明智小五郎 テレビ朝日系列 2019年3月O.A.

北川景子、松田翔太、工藤阿須賀、

イモトアヤコ　他

家売るオンナの逆襲 日本テレビ系列 毎週（水）22：00～

沢口靖子、別所哲也、国生さゆり　他鉄道捜査官 テレビ朝日系列 日曜プライム

原田知世、田中圭　他あなたの番です 日本テレビ系列

4月期

毎週（日）22：00～

常盤たか子、小泉孝太郎、水原希子、

野間口徹、滝藤賢一　他

グッドワイフ TBS系列 毎週（日）21:00～

福山雅治、香川照之、國村準、

真木よう子、賀来賢人　他

集団左遷 TBS系列

4月期

毎週（日）21：00～

深田恭子、永山絢斗、横浜流星、

中村倫也　他

初めて恋をした日に読む話 TBS系列 毎週（火）22：00～

吉高由里子、中丸雄一、江口のりこ、

梶原善　他

わたし定時で帰ります。 TBS系列

4月期

毎週（火）22：00～

山下智久、濱田岳、菜々緒　他インハンド TBS系列

4月期

毎週（金）22：00～

窪田正孝、本田翼、山口沙也加　他ラジエーションハウス フジテレビ系列

4月期

毎週（月）21：00～

滝沢秀明、山本美月　他孤高のメス ＷＯＷＯＷ 2019年1月放送予定

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



BR-5975－WH

リファイン

40/45

￥8,800 +税

エディストクローゼット

2/20発売
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RE-4591-BK

クロッシェ

27/30(23)/12

￥16,500 +税

BR-5822-DGR

ジェントルクロコ

20/27

￥9,000 +税

OH-7422-KA

ゴールドIVYテープNEO

15/27/8

￥11,000 +税

MD-9480-WH

クレモⅡ

25/20(32)/15

￥16,500 +税

RE-4772-OR

ハバナ

23/28(19)/19

￥16,500 +税

RE-4550-WH

ピュアネス

26/47/(33)/16

￥26,800 +税

レディブティック
3月号

2/7発売

MD-9301-BK

リィトゥ

28/30/14

￥22,000 +税

RE-4591-BK

クロッシェ

27/30(23)/12

￥16,500 +税

レディブティック
4月号

3/7発売

RE-4590-WH

クロッシェ

36(27)/36(34)/10

￥23,800 +税

BR-5496-IV

ハーディクロコ

21/19.5/14

￥13,800 +税

BR-6581-GY

レイン

22/31(20)/12

￥13,800 +税

BR-6622-IV

リンキングリング

18/27/6

￥15,000 +税
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MD-9461-BK

クレモ

22/17(26)/12

￥15,700 +税

BR-5497-ORA

ハーディクロコ

17/27/9

￥18,000 +税

BR-4999-LBL

ゴールドリング

13/23/3.5

￥10,000 +税

BR-5975-WH

リファイン

40/45

￥8,800 +税

RE-4770-NA

ハバナ

37/39(36)/3

￥18,000 +税

RE-4791-NA

トワル

27/35(19)

￥12,000 +税

BR-5822-DGR

ジェントルクロコ

20/27

￥9,000 +税

MD-9461-BK

クレモ

22/17(26)/12

￥15,700 +税

MD-8590-DBR

ウェービング

33/43/16

￥38,000 +税

RE-4210-GY

スリット

27/32/16

￥28,000 +税

MD-9461-BK

クレモ

22/17(26)/12

￥15,700 +税

ミセスのスタイルブック
初夏号

4/12発売

文化出版局

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

婦人公論
1/22号

10/7発売

『ライン使い』
『赤を着る』

RE-4550-WH

ピュアネス

27/46(33)/17

￥26,800 +税

ミセスのスタイルブック
春号

2/12発売

文化出版局

BR-6031-GY

ルーピング

22/33(37)/8

￥23,000 +税

RE-4384-LGY

ディマンシェナイロン

24/41(21)/21

￥12,000 +税

RE-4781-BK

パイパ

26/28(18)/18

￥11,000 +税

RE-4591-WH

クロッシェ

27/30(23)/12

￥16,500 +税

レディブティック
5月号

4/7発売

VERY

3/7発売

『レクサスT.U』
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￥8,800 +税

エディストクローゼット
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RE-4591-BK

クロッシェ

27/30(23)/12

￥16,500 +税

BR-5822-DGR

ジェントルクロコ

20/27

￥9,000 +税

OH-7422-KA

ゴールドIVYテープNEO

15/27/8

￥11,000 +税

MD-9480-WH

クレモⅡ

25/20(32)/15

￥16,500 +税

RE-4772-OR

ハバナ

23/28(19)/19

￥16,500 +税

RE-4550-WH

ピュアネス

26/47/(33)/16

￥26,800 +税

レディブティック
3月号

2/7発売

MD-9301-BK

リィトゥ

28/30/14

￥22,000 +税

RE-4591-BK

クロッシェ

27/30(23)/12

￥16,500 +税

レディブティック
4月号

3/7発売

RE-4590-WH

クロッシェ

36(27)/36(34)/10

￥23,800 +税

BR-5496-IV

ハーディクロコ

21/19.5/14

￥13,800 +税

BR-6581-GY

レイン

22/31(20)/12

￥13,800 +税

BR-6622-IV

リンキングリング

18/27/6

￥15,000 +税
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MD-9461-BK

クレモ

22/17(26)/12

￥15,700 +税

BR-5497-ORA

ハーディクロコ

17/27/9

￥18,000 +税

BR-4999-LBL

ゴールドリング

13/23/3.5

￥10,000 +税

BR-5975-WH

リファイン

40/45

￥8,800 +税

RE-4770-NA

ハバナ

37/39(36)/3

￥18,000 +税

RE-4791-NA

トワル

27/35(19)

￥12,000 +税

BR-5822-DGR

ジェントルクロコ

20/27

￥9,000 +税

MD-9461-BK

クレモ

22/17(26)/12

￥15,700 +税

MD-8590-DBR

ウェービング

33/43/16

￥38,000 +税

RE-4210-GY

スリット

27/32/16

￥28,000 +税

MD-9461-BK

クレモ

22/17(26)/12

￥15,700 +税

ミセスのスタイルブック
初夏号

4/12発売

文化出版局

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

婦人公論
1/22号

10/7発売

『ライン使い』
『赤を着る』

RE-4550-WH

ピュアネス

27/46(33)/17

￥26,800 +税

ミセスのスタイルブック
春号

2/12発売

文化出版局

BR-6031-GY

ルーピング

22/33(37)/8

￥23,000 +税

RE-4384-LGY

ディマンシェナイロン

24/41(21)/21

￥12,000 +税

RE-4781-BK

パイパ

26/28(18)/18

￥11,000 +税

RE-4591-WH

クロッシェ

27/30(23)/12

￥16,500 +税

レディブティック
5月号

4/7発売

VERY

3/7発売

『レクサスT.U』
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BRE-0132-LOR

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +税

BR-6382-BE

グラッセ

20/27(29)/9

￥23,000 +税

BR-5975-WH

リファイン

40/45

￥8,800 +税

RE-4591-WH

クロッシェ

27/30(33)/12

￥16,500 +税

BR-4999-IV

ゴールドリング

13/23/3.5

￥10,000 +税

BR-5975-YE

リファイン

40/45

￥8,800 +税

RE-4651-DBE

トロワ

18/22/13

￥23,000 +税

BR-6280-WH

ソレイユ

29/34/14

￥26,800 +税

BR-6031-GY

ルーピング

23/33(37)8

￥23,000 +税

RE-4210-GY

スリット

27/32(34)/16

￥28,000 +税

BR-6481-BO

ドロウ

24/22/16

￥22,000 +税

BR-6440-PU

ヘリンボーンツィード

27/35(32)12

￥18,000 +税

BR-6220-BR

クロスリボン

21/28/13

￥26,800 +税

BR-6380-BK

グラッセ

25/37(33)/15

￥26,800 +税

BR-6302-BEB

クリスプ

20/25(27)/9

￥15,000 +税

BR-6361-CA

マロウ

20/20/15

￥18,000 +税

RE-4651-DBE

トロワ

18/22/13

￥23,000 +税

『SPドラマ 明智小五郎』

2019年3月O.A.

テレビ朝日系列

『あなたの番です』

4月期
毎週（日）22：00～

日本テレビ系列

MD-9290-BK

ファンデ

32/55(42)/18

￥23,000 +税

MD-9331-BK

メティエ

40/40/10

￥15,000 +税

RE-4470-DBE

キャレ

29/46(31)/17

￥30,000 +税

BR-6620-BK

リンキングリング

29/31/14

￥24,000 +税

『集団左遷』

4月期
毎週（日）21：00～

TBS系列

BR-6540-GY

クラフトメルトン

18/22/18

￥19,000 +税

BRE-0130-GY

ゴールドリング

10/19

￥14,800 +税

『グッドワイフ』

毎週（日）21:00～

TBS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

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

『初めて恋をした日に読む話』

毎週（火）22：00～

TBS系列

『わたし定時で帰ります。』

4月期
毎週（火）22：00～

TBS系列

BR-5491-NV

ハーディクロコ

17/27/6

￥15,000 +税

MD-8220-NA

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

『家売るオンナの逆襲』

2019年2月
放送予定

日本テレビ系列

『鉄道捜査官』

日曜プライム

テレビ朝日系列
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BRE-0132-LOR

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +税

BR-6382-BE

グラッセ

20/27(29)/9

￥23,000 +税

BR-5975-WH

リファイン

40/45

￥8,800 +税

RE-4591-WH

クロッシェ

27/30(33)/12

￥16,500 +税

BR-4999-IV

ゴールドリング

13/23/3.5

￥10,000 +税

BR-5975-YE

リファイン

40/45

￥8,800 +税

RE-4651-DBE

トロワ

18/22/13

￥23,000 +税

BR-6280-WH

ソレイユ

29/34/14

￥26,800 +税

BR-6031-GY

ルーピング

23/33(37)8

￥23,000 +税

RE-4210-GY

スリット

27/32(34)/16

￥28,000 +税

BR-6481-BO

ドロウ

24/22/16

￥22,000 +税

BR-6440-PU

ヘリンボーンツィード

27/35(32)12

￥18,000 +税

BR-6220-BR

クロスリボン

21/28/13

￥26,800 +税

BR-6380-BK

グラッセ

25/37(33)/15

￥26,800 +税

BR-6302-BEB

クリスプ

20/25(27)/9

￥15,000 +税

BR-6361-CA

マロウ

20/20/15

￥18,000 +税

RE-4651-DBE

トロワ

18/22/13

￥23,000 +税

『SPドラマ 明智小五郎』

2019年3月O.A.

テレビ朝日系列

『あなたの番です』

4月期
毎週（日）22：00～

日本テレビ系列

MD-9290-BK

ファンデ

32/55(42)/18

￥23,000 +税

MD-9331-BK

メティエ

40/40/10

￥15,000 +税

RE-4470-DBE

キャレ

29/46(31)/17

￥30,000 +税

BR-6620-BK

リンキングリング

29/31/14

￥24,000 +税

『集団左遷』

4月期
毎週（日）21：00～

TBS系列

BR-6540-GY

クラフトメルトン

18/22/18

￥19,000 +税

BRE-0130-GY

ゴールドリング

10/19

￥14,800 +税

『グッドワイフ』

毎週（日）21:00～

TBS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

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

『初めて恋をした日に読む話』

毎週（火）22：00～

TBS系列

『わたし定時で帰ります。』

4月期
毎週（火）22：00～

TBS系列

BR-5491-NV

ハーディクロコ

17/27/6

￥15,000 +税

MD-8220-NA

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

『家売るオンナの逆襲』

2019年2月
放送予定

日本テレビ系列

『鉄道捜査官』

日曜プライム

テレビ朝日系列
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RE-4390-BK

ステラ

29/44(32)/14

￥25,000 +税

BR-5841-GY

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +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

RE-4210-GY

スリット

27/32(34)/16

￥28,000 +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

BR-6471-IV

ソフトフェイス

18/22/11

￥20,000 +税

RE-4680-BK

ドーム

19/25(28)/13

￥38,000 +税

『孤高のメス』

毎週（日）22：00～

ＷＯＷＯＷ

RE-4310-BK

アンニュイ

23/31/16

￥33,000 +税

『Bの戦場』

2019年
公開予定

映画

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

『男はつらいよ』

2019年
公開予定

映画

BR-4999-IV
ゴールドリング

ショルダー
13/23/3.5

¥10,000 +税

〈今月のおすすめ〉

スタイリスト
大人気！！

BR-6280-WH
ソレイユ
トート

29/34/14
¥26,800 +税

スタイリスト
大人気！！

『あなたの番です』
4月期 毎週（日）22：00～

日本テレビ系列

『わたし定時で帰ります。』
4月期 毎週（火）22：00～

TBS系列
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RE-4390-BK

ステラ

29/44(32)/14

￥25,000 +税

BR-5841-GY

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +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

RE-4210-GY

スリット

27/32(34)/16

￥28,000 +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

BR-6471-IV

ソフトフェイス

18/22/11

￥20,000 +税

RE-4680-BK

ドーム

19/25(28)/13

￥38,000 +税

『孤高のメス』

毎週（日）22：00～

ＷＯＷＯＷ

RE-4310-BK

アンニュイ

23/31/16

￥33,000 +税

『Bの戦場』

2019年
公開予定

映画

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

『男はつらいよ』

2019年
公開予定

映画

BR-4999-IV
ゴールドリング

ショルダー
13/23/3.5

¥10,000 +税

〈今月のおすすめ〉

スタイリスト
大人気！！

BR-6280-WH
ソレイユ
トート

29/34/14
¥26,800 +税

スタイリスト
大人気！！

『あなたの番です』
4月期 毎週（日）22：00～

日本テレビ系列

『わたし定時で帰ります。』
4月期 毎週（火）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

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～

西島秀俊、伊藤淳史、石田ゆり子、

香川照之　他

SPドラマ　明智小五郎 テレビ朝日系列 2019年3月O.A.

北川景子、松田翔太、工藤阿須賀、

イモトアヤコ　他

家売るオンナの逆襲 日本テレビ系列 毎週（水）22：00～

沢口靖子、別所哲也、国生さゆり　他鉄道捜査官 テレビ朝日系列 日曜プライム

原田知世、田中圭　他あなたの番です 日本テレビ系列

4月期

毎週（日）22：00～

常盤たか子、小泉孝太郎、水原希子、

野間口徹、滝藤賢一　他

グッドワイフ TBS系列 毎週（日）21:00～

福山雅治、香川照之、國村準、

真木よう子、賀来賢人　他

集団左遷 TBS系列

4月期

毎週（日）21：00～

深田恭子、永山絢斗、横浜流星、

中村倫也　他

初めて恋をした日に読む話 TBS系列 毎週（火）22：00～

吉高由里子、中丸雄一、江口のりこ、

梶原善　他

わたし定時で帰ります。 TBS系列

4月期

毎週（火）22：00～

山下智久、濱田岳、菜々緒　他インハンド TBS系列

4月期

毎週（金）22：00～

窪田正孝、本田翼、山口沙也加　他ラジエーションハウス フジテレビ系列

4月期

毎週（月）21：00～

滝沢秀明、山本美月　他孤高のメス ＷＯＷＯＷ 2019年1月放送予定

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


