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TAKE FREE!!
2015.4.25 issue

vol.

57

『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

〈TV使用番組リスト〉
番組タイトル

Dr.倫太郎
ワイルドヒーローズ
迷宮捜査
マザーゲーム 〜彼女たちの階級〜
ヤメゴク 〜ヤクザやめて頂きます〜

放送局

放送日時

おもな出演者

日本テレビ系列

毎週(水)22:00〜

境雅人、蒼井優、吉瀬美智子、内田有紀、高梨臨、
高橋一生、中西美帆、余貴美子、酒井若菜、高畑順子 他

日本テレビ系列

毎週(日)23:30〜

テレビ朝日系列

5月9日(日)
21:00〜

TBS系列
TBS系列

TAKAHIRO、青柳翔、岩田剛典、野替愁平、八木将康、
佐藤大樹、黒木啓司、桜田ひより、水沢エレナ 他
反町隆史、高橋克実、八嶋智人、
貫地谷しほり、大杉蓮 他

毎週(火)22:00〜

壇れい、木村文乃、長谷川京子、安達祐美、貫地谷しほり、
室井滋、上地雄輔、竜雷太、瀬戸康史 他

毎週(木)21:00〜

大島優子、北村一輝、勝地涼、本田翼、田中哲司、
庄野崎謙、岡田浩暉、山口紗弥加、名取裕子 他

『 バッグたちの恋 愛事 情』
このバッグ男らしく、男っぽく持ってください。
ラフに片手で肩に引っ掻ける仕草は、車をバックさせる時のそれに近い感じで
ドキッとトキメカレルかも。
ドサッと無造作に放り投げる仕草もかっこよく決めてください。
乱暴に扱うのではなく、クールに決めるのは、経験が必要ですが。
女性物のバッグを持たされてるのを優しさと勘違いしてる方や草食男子には不向きです。
ピンクやリボンが好きな女子にも不向きです。
同じことやモノに共感したいのがLOVEの始まり、そのため、このバッグはワンサイズ小さ目もご用意してます。

アルジャーノンに花束を

TBS系列

毎週(金)22:00〜

山下智久、栗山千明、窪田正孝、工藤阿須加、菊池風磨、
谷村美月、大政絢、河相我門、いしだ壱成 他

最近、ペアルックが復活の兆しありですが、くれぐれも甘々ではなく

居酒屋もへじ

TBS系列

5月29日(金)
17:50〜19:30

水谷豊、藤山直見、岸本加世子、角野卓造、井上順、
六平直政、高田翔、諸星すみれ、土師野隆之介 他

ハードな振る舞いの裏には、ソフトなハートがあるのです。

フジテレビ系列

4月
（木）
22:00〜スタート

斎藤工、石田ゆり子、相武紗季、平山浩行、
板谷由夏、井原剛志、生瀬勝久 他

日テレ・hulu

2015年 初夏

唐沢寿明、窪田正孝、佐々木希、和久井映見、宮川一朗太、
田山涼成、黒川智花、松尾諭、久慈暁子 他

あん

映画

5月30日
（土）公開

樹木希林、永瀬正敏、内田伽羅、市原悦子、
水野美紀、太賀、兼松若人、浅田美代子 他

S-最後の警官−THE MOVIE

映画

8月29日
（日）公開

向井理、綾野剛、新垣結衣、吹石一恵、
オダギリジョー、大森南朋 他

医師たちの恋愛事情
THE LAST COP

甘辛もしくは辛辛でかっこよく恋愛して欲しいものです。

オルタナ MD-8220（トート）33/43/16 ¥35,000+税 / MD-8221（トート小）28/33/16 ¥30,000+税

shop

HARAJUKU

2-18-7, JINGUMAE, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0001, JAPAN TEL. 03-5770-5253 OPEN 11:00 - 19:00

www.regalo-bag.co.jp
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RE-3882-BKA

BR-5301-BK

RE-3921-SV

BR-5292-WH

スクエアメッシュ

パイピングアクセント

ラ ボエム

バーチカルメタル

Oggi 6月号

BR-5210-LOR

BRE-0131-GY

BRE-0070-BKA

REE-1039-BE

パグナイロン

ゴールドリング

ハーフムーンメタル

ヴィンテージレザーノンウォッシュ

『マザーゲーム
〜彼女たちの階級〜』

4/28発売

『ナラカミーチェ T/U』
『ユニクロ T/U』

毎週(火)22:00〜
TBS系列
17/24/9

19/28/13

19.5/26/7

17/27/7

￥15,800 +税

￥29,000 +税

￥24,000 +税

￥17,000 +税

BR-5342-NV

BR-5221-LCA

BR-5342-WH

RE-3952-NA

シャイニーボーダー

ドローストリングバッグ

シャイニーボーダー

ボンバカンス

33.5/37/7

9.5/20

9.5/19

9.5/10

￥13,800 +税

￥14,800 +税

￥16,000 +税

￥5,000 +税

BR-5370-CA

BRE-0131-NV

BR-5090-BK

エアリーギャザーゴールド

ゴールドリング

ナチュラルシック

Oggi 7月号
『Dr.倫太郎』

5/28発売

REGALO
news

TV

毎週(水)22:00〜

『1ヵ月着回し』

information

日テレ系列
29/37

25/23/17

29/37

29/37

￥5,800 +税

￥22,000 +税

￥5,800 +税

￥7,500 +税

RE-3835-NVC

BR-5400-SV

BR-5400-CAA

RE-3872-WH

ディマンシェ

ファニータッセルネオ

ファニータッセルネオ

ノーティカルウェーブ

15/28/7

9.5/20

32/25/16

￥12,000 +税

￥14,800 +税

￥30,000 +税

REGALO
news

MAGA
ZiNE
information
29/37

25/23/17

25/23/17

17/24/9

￥6,800 +税

￥22,000 +税

￥22,000 +税

￥18,000 +税

BR-4202-REA

BR-5240-DGY

BR-4731-PI

BR-4992-OR

ハーフムーンメタル

キャスケット

カラフルレザー

ゴールドリング

『ワイルドヒーローズ』
毎週(日)23:30〜
日テレ系列

〈今月のおすすめ〉

16/26/7

18/25/6

17/23/10

17/27/7

￥18,000 +税

￥23,000 +税

￥15,000 +税

￥15,000 +税

MD-8220-BK

BRE-0110-BL

BR-5082-OR

RE-3680-LBE

BR-5320-BK

MD-8295-BK

オルタナ

ロックセットクロコ

ファニータッセル

フリンジタッセル

カーブ

カチナ

『医師たちの恋愛事情』

『ヤメゴク』

毎週(木)22:00〜

毎週(木)21:00〜

フジテレビ系列

TBS系列

『居酒屋もへじ』

『迷宮捜査』

5月29日(金)
17:50〜19:30

5月9日(日)
21:00〜

TBS系列

テレビ朝日系列

33/43/16

9.5/19

15/28/7

31/38/13

55/39

34/37

￥35,000 +税

￥16,000 +税

￥16,000 +税

￥25,800 +税

￥35,000 +税

￥18,000 +税
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RE-3550-BK

OH-4332-RE

BR-4800-BKC

ノーティカル

ステディ

ゴールドクランプ

『切り裂きジャックの告白
〜刑事 犬養隼人〜』

『あん』
2015年6月
公開予定

4月18日
（土）
21:00〜

映画

テレビ朝日系列
30/29/18

28/40/18

23.5/32/13

￥20,000 +税

￥18,000 +税

￥26,800 +税

OH-7091-CA

BR-5200-GY

BR-5280-GY

BR-4840-CA

チェルシー

シャギーモヘア

ウォームボーダー

リファインドムートン

『S-最後の警官
−THE MOVIE』
2015年8月
公開予定
映画
30/40/9

32/42/12

23/24/20

19/28/13

￥24,000 +税

￥15,000 +税

￥16,000 +税

￥21,000 +税

〈今月のおすすめ〉
■『医師たちの恋愛事情』毎週（木）22:00〜 フジテレビ系列

ご予約
開始！
！

MD-8220-BK

オルタナ トート大
33/43/16 ¥35,000 +税
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