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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、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

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

まっしろ TBS系列 堀北真希、柳楽優弥、志田未来、高梨臨、
菜々緒、MEGUMI、水野美紀、木村多江　他毎週(火)22:00～

学校のカイダン 日本テレビ系列 広瀬すず、神木隆之介、石橋杏奈、杉咲花、須賀健太、
金子ノブアキ、泉谷しげる、生瀬勝久、浅野温子、他毎週(土)21:00～

五つ星ツーリスト 日本テレビ系列 渡辺直美、寺島進、山本裕典、高月彩良、
有森也実、綾田俊樹、星田英利　他毎週(木)23:59～

結婚に一番近くて遠い女 日本テレビ系列 イモトアヤコ、城田優、佐々木希、和田正人、
新川優愛、金井勇太、野村麻純、山口いづみ　他3月6日(金) 21:00～

出入禁止の女 テレビ朝日系列 観月ありさ、財前直見、宅間孝行、甲本雅裕、
谷内伸也、前田旺志郎、益岡徹、小林稔侍　他毎週(木)19:58～

花嫁のれん４ フジテレビ系列 羽田美智子、矢田亜希子、野際陽子、原田佳奈、
広澤草、川村ゆきえ、草川拓弥　他

毎週(月)～（金）
13:30～

ゴーストライター フジテレビ系列 中谷美紀、水川あさみ、三浦翔平、菜々緒、
羽場裕一、水橋研二、小柳友　他毎週(火)21:00～

残念な夫 フジテレビ系列 玉木宏、倉科カナ、黒木啓司、林遣都、高橋メアリージュン、
浅田美代子、大塚寧々、岸谷五朗　他毎週(水)22:00～

ウロボロス　この愛こそ、正義 TBS系列 生田斗真、小栗旬、上野樹里、吉田羊、
ムロツヨシ、清野菜名、武田久美子　他毎週(金)22:00～

保育探偵25時～花咲慎一郎は眠れない!! テレビ東京系列 山口智充、白石美帆、黒谷友香、中村俊介、
加賀まりこ、鹿賀丈史、ちすん、富田靖子、他毎週(金)20:00～

流星ワゴン TBS系列 西島秀俊、香川照之、井川遥、市川実和子、
高橋洋、倍賞美津子、吉岡秀隆　他毎週(日)21:00～

毎週(木)22:00～問題のあるレストラン フジテレビ系列 真木よう子、東出昌大、二階堂ふみ、高畑充希、
菅田将暉、YOU、臼田あさ美　他

〈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

医師たちの恋愛事情 フジテレビ系列 4月スタート

Dr.倫太郎 日本テレビ系列 境雅人　他

山下智久　他

斎藤工、石田ゆり子　他

4月スタート

アルジャーノンに花束を TBS系列 4月スタート

カーブ BR-5320-RE,IV （くり手ショルダー） 55/39/0 ¥35,000+税 / BR-5321-GY （マルチウェイリュック） 32.5/25/14 ¥32,000+税 / 

そのカーブを曲がると、
すぐに見えてくるあなたの家。

会うときは、いつも笑顔で迎えてくれる。
それが、うれしくてウキウキドキドキした。

帰る時には、カーブで見えなくなるまで手を振って、
本当は淋しいのに、「またね。」と精いっぱいの声で。

この道があと少しゆるやかなカーブだったら、
もっとあなたを見ていられるのに。

どの道も雲形定規（a French curve)なら、
ぐるっと回って

また、あなたのとこへ。

そのカーブを曲がると、
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会うときは、いつも笑顔で迎えてくれる。
それが、うれしくてウキウキドキドキした。

帰る時には、カーブで見えなくなるまで手を振って、
本当は淋しいのに、「またね。」と精いっぱいの声で。

この道があと少しゆるやかなカーブだったら、
もっとあなたを見ていられるのに。

どの道も雲形定規（a French curve)なら、
ぐるっと回って

また、あなたのとこへ。

「 カーブ Curve 」「 カーブ Curve 」

〈TV使用番組リスト〉 4月期ドラマ予定新



RE-3803-LBL

サフィア―ノ

23/28/12

￥23,000 +税
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RE-3754-BK

リジッド

19/32/4

￥22,000 +税

RE-3930-WH

セバーグ

30/29/18

￥23,000 +税

BR-5302-WH

パイピングアクセント

18.5/26/8

￥19,000 +税

REGALO NEWS 2015年3月号 / vol.5502

〈雑誌掲載商品〉

Oggi 5月号

3/28発売

『ナラカミーチェ T/U』

〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2015年3月号 / vol.5503

BR-5400-CAA

ファニータッセルネオ

25/23/17

￥22,000 +税

BR-4602-DSV

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

RE-3803-LBL

サフィア―ノ

23/28/12

￥23,000 +税

BR-4992-LYE

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

GINGER 5月号

3/23発売

『奈良観光PR』

RE-3911-LBL

ミニマルヘリテージ

17/26/15

￥25,000 +税

BR-5290-GY

バーチカルメタル

24/32/12

￥28,000 +税

Steady 4月号

3/7発売

『ZARA投入活用術』

MD-8481-KA

エルソール feat ヴィブラム

37/34/16

￥19,000 +税

RE-3882-BKA

スクエアメッシュ

17/24/9

￥15,800 +税

BR-5312-WHA

デイリーズ

22/30/11

￥23,000 +税
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MD-8480-PU

エルソール feat ヴィブラム

33/43/16

￥19,000 +税

MD-8540-CM

エルソール feat ヴィブラムコーデュラ

33/43/16

￥19,000 +税

〈雑誌掲載商品〉

FINEBOYS 4月号

3/10発売

『ツェハ T/U』

〈雑誌掲載商品〉

日経woman 4月号

3/1発売

『お仕事服』

2nd 4月号

2/16発売

『コラボ別注特集』

〈今月のおすすめ〉

MD-8810-BKB

エルソール V/S
トート中
33/43/16

¥25,000 +税

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！

MD-8810-NVB

エルソール V/S
トート中
33/43/16

¥25,000 +税

■ Gainer 4月号 3/10発売 『ゲイナーエスプレッソ』

■ Gainer 4月号 3/10発売 『ゲイナーエスプレッソ』
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MD-8810-BKB

エルソール V/S
トート中
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スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！
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エルソール V/S
トート中
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RE-3351-CA

キップレザー

32/44/6

￥21,000 +税

BR-5220-BKA

ドローストリング

30/28/12

￥25,000 +税

RE-3780-NV

コージー

33/44/14

￥26,000 +税

RE-3733-LGY

トラペーズH

19/28/14

￥24,000 +税

BR-5140-BK

タッセルチャーム

23.5/32/13

￥29,000 +税

BR-4590-GYA

クリーミー

26/32/13

￥28,000 +税

BR-5132-BKA

グロッシークロコ

16/25/9

￥18,000 +税

RE-3590-SV

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥21,000 +税

BR-5170-BKA

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

OH-7090-NV

チェルシー

28/40/14

￥28,000 +税

BR-4841-GY

リファインドムートン

16/25/7

￥17,000 +税

BR-5071-BK

ブリッジ

23/28/18

￥27,500 +税

『花嫁のれん４』

毎週(月)～（金）
13:30～

フジテレビ系列

RE-3752-BL

リジッド

26/28/15

￥23,000 +税

RE-3660-LBE

フレーム

18/28/14

￥30,000 +税

RE-3590-BL

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥22,000 +税

BR-5152-DRE

ワームス

17/28/13

￥21,000 +税

BR-4030-BO

スウイングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

BR-4991-DGY

ゴールドリング

28/50/12

￥24,800 +税

MD-8540-NVO(ZPR-089)

エルソールｆｅａｔビブラム・コーデュラ

33/43/16

￥19,000 +税

OH-7080-BK

オイルヌメ

27/33/11

￥23,000 +税

『五つ星ツーリスト』

毎週(木)11:59～

日本テレビ系列

RE-3741-BK

フレンチベロア

23/30/14

￥25,000 +税

BR-5140-GY

タッセルチャーム

23.5/32/13

￥29,000 +税

RE-3454-LGY

フレンチヌバック

16/23/7

￥16,000 +税

BR-5251-CAA

ラウンドネス

18/29/6

￥19,000 +税

RE-3781-BE

コージー

25/37/15

￥23,000 +税

BR-4970-BKA

レクタングルロック

23.5/32/13

￥27,000 +税

『ウロボロス
～この愛こそ、正義』

毎週(金)22:00～

TBS系列

RE-3751-LGY

リジッド

24/32/14

￥25,000 +税

RE-3810-GYA

ラリュール

23/30/14

￥25,000 +税

RE-3811-NV

ラリュール

25/28/15

￥22,000 +税

『流星ワゴン』

毎週(日)21:00～

TBS系列

BR-5132-GY

グロッシークロコ

16/25/9

￥18,000 +税

『問題のあるレストラン』

毎週(木)22:00～

フジテレビ系列

BR-5130-BK

グロッシークロコ

23.5/32/13

￥25,000 +税

『出入禁止の女』

毎週(木)19:58～

日本テレビ系列
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リジッド
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ラリュール

23/30/14
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BR-4732-LPI

カラフルレザー

25/28/14

￥21,000 +税

REGALO
news

TV
information

REGALO NEWS 2015年3月号 / vol.5507REGALO NEWS 2015年3月号 / vol.5506

〈TV使用商品〉 〈TV使用商品〉

BR-4990-WH

ゴールドリング

26/32/14

￥21000 +税

BR-5091-OR

ナチュラルシック

30/44/12

￥27,500 +税

OH-4330-BK

ステディ

30.5/43.5/14

￥24,000 +税

MD-8681-CA

オルタナ　エイチイー

28/31/16

￥25,000 +税

BRE-0161-BK

キャスケット

9.5/20

￥15,000 +税

RE-2903-OL

ヴィンテージフラックルレザー

18/24/6

￥11,000 +税

BR-4972-GYA

レクタングルロック

17/27/7

￥17,500 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

BR-5170-BKB

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

BR-4601-BL

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,500 +税

RE-3591-WH

ソフトアニリンレザー

29/31/15

￥21,000 +税

BRE-0112-BE

ロックセット　クロコ

7.5/11

￥6,000 +税

『結婚に一番近くて遠い女』

3月6日(金)21:00～

日本テレビ系列

BR-4811-BKB

スクエアロック

19/28/13

￥26,000 +税

BR-3710-BK

スカラップレース

20.5/43/14

￥13,800 +税

RE-3791-BK

レオパードアディクト

20/26/16

￥18,000 +税

RE-3453-DGR

フレンチヌバック

27/31/14

￥21,000 +税

BR-4873-BK

レオパードジャカード

25/23/17

￥15,800 +税

BR-5170-GY

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

BRE-0130-BK

ゴールドリング

10/19

￥14,800 +税

RE-3822-BK

ショコラート

14/20/7

￥16,800 +税

BR-4860-BKA

アニマルヘアー

16/25/7

￥20,000 +税

RE-3443-BKA

リヴゴーシュ

16/23/7

￥15,000 +税

RE-3450-DGR

フレンチヌバック

21/31/16

￥28,000 +税

OH-7081-NV

オイルヌメ

22/29/9.5

￥21,000 +税

BR-5241-RE

キャスケット

14/22/5

￥16,000 +税

『まっしろ』

毎週(火)22:00～

TBS系列

MD-8295-GR

カチナ

34/37

￥18,000 +税

RE-3582-DBE

オプティカルスタッズ

29/37

￥10,000 +税

BR-4962-WHA

ゴールドクリップ

29/37

￥12,000 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

BRE-0111-BL

ロックセットクロコ

9.5/20

￥16,000 +税

BRE-0141-CA

ヘアリー

9.5/20

￥16,000 +税

MD-8690-BK

ビーアウト

25/40/18

￥35,000 +税

BR-4994-NV

ゴールドリング

30/23/17

￥24,800 +税

『学校のカイダン』

毎週(土)21:00～

日本テレビ系列

『残念な夫』

毎週(水)22:00～

フジテレビ系列

『ゴーストライター』

毎週(火)21:00～

フジテレビ系列



BR-4732-LPI

カラフルレザー

25/28/14

￥21,000 +税
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BR-4990-WH

ゴールドリング

26/32/14

￥21000 +税

BR-5091-OR

ナチュラルシック

30/44/12

￥27,500 +税

OH-4330-BK

ステディ

30.5/43.5/14

￥24,000 +税

MD-8681-CA

オルタナ　エイチイー

28/31/16

￥25,000 +税

BRE-0161-BK

キャスケット

9.5/20

￥15,000 +税

RE-2903-OL

ヴィンテージフラックルレザー

18/24/6

￥11,000 +税

BR-4972-GYA

レクタングルロック

17/27/7

￥17,500 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

BR-5170-BKB

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

BR-4601-BL

ジェントルクロコ

30/30/15

￥18,500 +税

RE-3591-WH

ソフトアニリンレザー

29/31/15

￥21,000 +税

BRE-0112-BE

ロックセット　クロコ

7.5/11

￥6,000 +税

『結婚に一番近くて遠い女』

3月6日(金)21:00～

日本テレビ系列

BR-4811-BKB

スクエアロック

19/28/13

￥26,000 +税

BR-3710-BK

スカラップレース

20.5/43/14

￥13,800 +税

RE-3791-BK

レオパードアディクト

20/26/16

￥18,000 +税

RE-3453-DGR

フレンチヌバック

27/31/14

￥21,000 +税

BR-4873-BK

レオパードジャカード

25/23/17

￥15,800 +税

BR-5170-GY

ヘアリー

17/27/7

￥20,000 +税

BRE-0130-BK

ゴールドリング

10/19

￥14,800 +税

RE-3822-BK

ショコラート

14/20/7

￥16,800 +税

BR-4860-BKA

アニマルヘアー

16/25/7

￥20,000 +税

RE-3443-BKA

リヴゴーシュ

16/23/7

￥15,000 +税

RE-3450-DGR

フレンチヌバック

21/31/16

￥28,000 +税

OH-7081-NV

オイルヌメ

22/29/9.5

￥21,000 +税

BR-5241-RE

キャスケット

14/22/5

￥16,000 +税

『まっしろ』

毎週(火)22:00～

TBS系列

MD-8295-GR

カチナ

34/37

￥18,000 +税

RE-3582-DBE

オプティカルスタッズ

29/37

￥10,000 +税

BR-4962-WHA

ゴールドクリップ

29/37

￥12,000 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

BRE-0111-BL

ロックセットクロコ

9.5/20

￥16,000 +税

BRE-0141-CA

ヘアリー

9.5/20

￥16,000 +税

MD-8690-BK

ビーアウト

25/40/18

￥35,000 +税

BR-4994-NV

ゴールドリング

30/23/17

￥24,800 +税

『学校のカイダン』

毎週(土)21:00～

日本テレビ系列

『残念な夫』

毎週(水)22:00～

フジテレビ系列

『ゴーストライター』

毎週(火)21:00～

フジテレビ系列
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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、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

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

まっしろ TBS系列 堀北真希、柳楽優弥、志田未来、高梨臨、
菜々緒、MEGUMI、水野美紀、木村多江　他毎週(火)22:00～

学校のカイダン 日本テレビ系列 広瀬すず、神木隆之介、石橋杏奈、杉咲花、須賀健太、
金子ノブアキ、泉谷しげる、生瀬勝久、浅野温子、他毎週(土)21:00～

五つ星ツーリスト 日本テレビ系列 渡辺直美、寺島進、山本裕典、高月彩良、
有森也実、綾田俊樹、星田英利　他毎週(木)23:59～

結婚に一番近くて遠い女 日本テレビ系列 イモトアヤコ、城田優、佐々木希、和田正人、
新川優愛、金井勇太、野村麻純、山口いづみ　他3月6日(金) 21:00～

出入禁止の女 テレビ朝日系列 観月ありさ、財前直見、宅間孝行、甲本雅裕、
谷内伸也、前田旺志郎、益岡徹、小林稔侍　他毎週(木)19:58～

花嫁のれん４ フジテレビ系列 羽田美智子、矢田亜希子、野際陽子、原田佳奈、
広澤草、川村ゆきえ、草川拓弥　他

毎週(月)～（金）
13:30～

ゴーストライター フジテレビ系列 中谷美紀、水川あさみ、三浦翔平、菜々緒、
羽場裕一、水橋研二、小柳友　他毎週(火)21:00～

残念な夫 フジテレビ系列 玉木宏、倉科カナ、黒木啓司、林遣都、高橋メアリージュン、
浅田美代子、大塚寧々、岸谷五朗　他毎週(水)22:00～

ウロボロス　この愛こそ、正義 TBS系列 生田斗真、小栗旬、上野樹里、吉田羊、
ムロツヨシ、清野菜名、武田久美子　他毎週(金)22:00～

保育探偵25時～花咲慎一郎は眠れない!! テレビ東京系列 山口智充、白石美帆、黒谷友香、中村俊介、
加賀まりこ、鹿賀丈史、ちすん、富田靖子、他毎週(金)20:00～

流星ワゴン TBS系列 西島秀俊、香川照之、井川遥、市川実和子、
高橋洋、倍賞美津子、吉岡秀隆　他毎週(日)21:00～

毎週(木)22:00～問題のあるレストラン フジテレビ系列 真木よう子、東出昌大、二階堂ふみ、高畑充希、
菅田将暉、YOU、臼田あさ美　他

〈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

医師たちの恋愛事情 フジテレビ系列 4月スタート

Dr.倫太郎 日本テレビ系列 境雅人　他

山下智久　他

斎藤工、石田ゆり子　他

4月スタート

アルジャーノンに花束を TBS系列 4月スタート

カーブ BR-5320-RE,IV （くり手ショルダー） 55/39/0 ¥35,000+税 / BR-5321-GY （マルチウェイリュック） 32.5/25/14 ¥32,000+税 / 

そのカーブを曲がると、
すぐに見えてくるあなたの家。

会うときは、いつも笑顔で迎えてくれる。
それが、うれしくてウキウキドキドキした。

帰る時には、カーブで見えなくなるまで手を振って、
本当は淋しいのに、「またね。」と精いっぱいの声で。

この道があと少しゆるやかなカーブだったら、
もっとあなたを見ていられるのに。

どの道も雲形定規（a French curve)なら、
ぐるっと回って

また、あなたのとこへ。

そのカーブを曲がると、
すぐに見えてくるあなたの家。

会うときは、いつも笑顔で迎えてくれる。
それが、うれしくてウキウキドキドキした。

帰る時には、カーブで見えなくなるまで手を振って、
本当は淋しいのに、「またね。」と精いっぱいの声で。

この道があと少しゆるやかなカーブだったら、
もっとあなたを見ていられるのに。

どの道も雲形定規（a French curve)なら、
ぐるっと回って

また、あなたのとこへ。

「 カーブ Curve 」「 カーブ Curve 」

〈TV使用番組リスト〉 4月期ドラマ予定新


