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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

芳根京子、志尊淳、吉本実憂、森川葵、神田沙也加、
デビット伊東、平泉成、高畑淳子、城田優　他都立表参道高校合唱部 TBS系列 毎週(金)22:00～

唐沢寿明、麻生久美子、山本耕史、ムロツヨシ、若松了、
山下健二郎、沢村一樹、谷隼人、イッセー尾形　他ナポレオンの村 TBS系列 毎週(日)21:00～

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

デスノート 日本テレビ系列 窪田正孝、山崎賢人、優希美青、佐野ひなこ、藤原令子、
関めぐみ、前田公輝、弓削智久、松重豊、佐藤二朗　他

水曜ミステリー9
『信州山岳刑事　道原伝吉４』 テレビ東京系列 8月放送予定

ラストコップ 日テレ・hulu 7月3日(金)配信 唐沢寿明、窪田正孝、佐々木希、和久井映見、宮川一朗太、
斉藤由貴、佐野史郎、黒川智花、久慈暁子　他

37.5°Cの涙 TBS系列

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

ロマンス 映画 8月29日(土)公開 大島優子、大倉孝二、野嵜好美、西牟田恵　他

未定

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

ベトナムの風に吹かれて 映画 2015年10月公開 松坂慶子、草村礼子、奥田瑛二、
柄本明、斉藤洋介　他

毎週(日)22:30～

婚活刑事 日本テレビ系列 伊藤歩、小池徹平、升毅、森カンナ、
川村エミコ、鈴木砂羽、大杉蓮　他毎週(木)23:59～

24時間テレビ ドラマスペシャル
『母さん、俺は大丈夫』 日本テレビ系列 山田涼介、増田貴久、下田翔大、

赤井英和、安田成美　他

蓮佛美沙子、成宮寛貴、速水もこみち、トリンドル玲奈、
鈴木梨央、水上剣星、滝沢沙織、西村和彦、中越典子　他

8月22日(土)
21:00頃

毎週(木)21:00～

警視庁捜査一課9係　＃10 テレビ朝日系列 渡瀬恒彦、井ノ原快彦、羽田美智子、津田寛治、吹越満、
田口浩正、原沙知絵、中越典子、里見浩太朗　他毎週(水)21:00～

〈TV使用番組リスト〉

夏真っ盛りですが、暑さに負けず、丈夫であってください。

そんな願いを込めて「Hardy Croco ハーディクロコ」をお作りしました。

ジェントルクロコシリーズより、少し厚めの革を使用した新作です。

頑丈で強いイメージは、夏を颯爽と乗り切り、秋冬もアクティブに過ごせます。

是非、店頭で触れてみてください。

ハードな感触は、きりっとして、それでいて安心感があります。

ハーディークロコ BR-5491-DCA （2wayミニショルダー） 17/27/6 ¥15,000+税 / BR-5491-DGY （2wayミニショルダー） 17/27/6 ¥15,000+税 / BR-5492-BO （手付きクラッチ） 27/36 ¥11,000+税 / BR-5490-BE （トート） 26/44/15 ¥20,000+税
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BR-5400-SV

ファニータッセルネオ

25/23/17

￥22,000 +税

BR-5421-SV

メタリックリネン

55/39/10

￥12,800 +税

RE-3950-NA

ボンバカンス

18/26/13

￥18,000 +税

RE-3872-NV

ノーティカルウェーブ

17/24/9

￥18,000 +税

RE-1256-GY

ヴィンテージレザー

30/40/12

￥36,000 +税

Oggi 8月号

6/28発売

『真夏の仕事服』

RE-3892-WH

モノクロームジオメトリック

25/21/6

￥18,000 +税

BR-5432-BK

モールパナマ

29/37

￥7,500 +税

BR-5341-WH

シャイニーボーダー

26/39/12

￥14,800 +税

BR-5381-WH

ステッチライン

22/30/13

￥27,500 +税

STORY 8月号

7/1発売

『夏のまとめ髪』

BR-5400-WH

ファニータッセルネオ

25/23/17

￥22,000 +税

RE-3735-GYA

トラペーズH

15/20/7

￥16,800 +税

BR-5080-GY

ファニータッセル

27/31/16

￥20,000 +税

Oggi 10月号

8/28発売

『バッグ特集』

REE-1040-CA

ビンテージレザーノンウォッシュ

7/11

￥6,000 +税

BRE-0132-BL

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +税

BR-5502-DRE

イージースムース

17/22/7

￥16,000 +税

GINGER 10月号

8/23発売

『楽天コラボ連載』

BR-5471-NV

ラウンドリング

16/25/7

￥19,800 +税

BR-5560-BKA

トリム

21/30/8

￥25,000 +税

BR-5561-BK

トリム

17/24/10

￥21,000 +税
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BR-4603-LOR

ジェントルクロコ

16/29/9

￥13,800 +税

まいにち着る服

2015秋号

BR-5183-LCA

シルキーナイロン

28/34/15

￥19,000 +税

BR-4592-CA

クリーミー

16/25/7

￥19,000 +税

RE-3755-BL

リジッド

20.5/26/15

￥24,000 +税

BR-4971-BL

レクタングルロック

17/28/13

￥21,000 +税

steady 8月号

7/7発売

『着まわし』

BR-4731-YE

カラフルレザー

17/23/10

￥15,000 +税

BR-5302-WH

パイピングアクセント

18.5/26/8

￥19,000 +税

RE-4021-BK

ムートン

25/36/16

￥23,000 +税

steady 9月号

8/7発売

『パッソ T/U』
『バッグ特集』

OH-7100-BK

パフプリーツ

20/34/24

￥19,000 +税

BR-5421-GO

メタリックリネン

55/39/10

￥12,800 +税

ファッション
ストリートチェック

BR-4992-LSV

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

anan

8/19発売

『ビジネススタイル』

With 9月号

7/28発売

『ユニクロ T/U』



REE-1070-CA

ターンロック

10/20

￥16,000 +税

REE-1202-BK

キップレザー

7/11

￥5,000 +税

BR-5400-WH

ファニータッセルネオ

25/23/17

￥22,000 +税
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BR-5421-GO

メタリックリネン

55/39/10

￥12,800 +税

BR-5320-RE

カーブ

55/39

￥35,000 +税

BR-5440-NV

コーンフラワー

50/43/25

￥16,000 +税

MD-8690-BK

ビーアウト

25/40/18

￥35,000 +税

BR-5430-BL

モールパナマ

28.5/39/12

￥16,800 +税

MD-8781-DBR

ラッセル

28/31/16

￥18,000 +税

BR-5361-IV

ブーケ

27/28/12

￥12,800 +税

『37.5°Cの涙』

毎週(木)21:00～

TBS系列

MD-8740-NV

セルジュ

33/48/14

￥19,500 +税

BRE-0160-NV

キャスケット

19/10

￥15,000 +税

MD-8180-BR

ビズ

30/42/6

￥26,000 +税

OH-7120-YE

リバティインテリア

29.5/39/15

￥28,000 +税

MD-8210-BE

コンビ

32/41/14.5

￥23,500 +税

RE-3880-LBE

スクエアメッシュ

28/22/22

￥23,000 +税

RE-3952-NA

ボンバカンス

29/37

￥7,500 +税

BR-5312-WHA

デイリーズ

22/30/11

￥23,000 +税

BR-5390-SV

キャリー

30/44/13

￥25,000 +税

BR-4993-RE

ゴールドリング

23/26/13

￥22,000 +税

MD-8861-NA

エムレット

20/33/16

￥12,000 +税

BR-5400-CAA

ファニータッセルネオ

25/23/17

￥22,000 +税

BR-5331-WH

スクエアレース

22/23/17

￥16,800 +税

RE-3931-NV

セバーグ

25/25/14

￥20,000 +税

BR-5221-CAA

ドローストリングバッグ

30/28/12

￥25,000 +税

BR-4201-NVA

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

MD-8781-BE

ラッセル

28/31/16

￥18,000 +税

24時間テレビ ドラマスペシャル
『母さん、俺は大丈夫』

8月22日(土)
21:00頃

日本テレビ系列

RE-3400-CA

ワックスアンティック

29/41/10

￥20,000 +税

RE-3862-WH

ヴィフ

18/26/15

￥23,000 +税

『都立表参道高校合唱部』

毎週(金)22:00～

TBS系列

『ナポレオンの村』

毎週(日)21:00～

TBS系列

BR-5420-GO

メタリックリネン

48/40/13

￥15,000 +税

『デスノート』

毎週(日)22:30～

日本テレビ系列

BR-5330-BK

スクエアレース

55/39

￥28,000 +税

『ラストコップ』

7月3日(金)配信

日テレ×hulu

BR-5380-LBE

ステッチライン

30/30/15

￥30,000 +税

『警視庁捜査一課9係 ＃10』

毎週(水)21:00～

テレビ朝日系列

『婚活刑事』

毎週(木)23:59～

日本テレビ系列



BR－4910-NVA

キューブ

23/28/20

￥24,800 +税
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BR-5401-LBL

ファニータッセルネオ

17/27/7

￥16,000 +税
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RE-3752-BK

リジッド

26/28/15

￥23,000 +税

RE-3760-DCA

ソルボンヌ

33/46/16

￥28,000 +税

RE-3401-LGY

ワックスアンティック

21/30/10

￥16,800 +税

『ベトナムの風に吹かれて』

2015年10月
公開

映画

BR-4800-BKA

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

RE-3730-LGY

トラペーズH

24/35/14

￥31,000 +税

BR-5461-BKA

ロックセットリネンコンビ

16/25/17

￥16,000 +税

BR-4731-YE

カラフルレザー

17/23/10

￥15,000 +税

『信州山岳刑事 道原伝吉４』

8月放送予定

テレビ東京系列

BR-4732-LPI

カラフルレザー

25/21/14

￥20,000 +税

MD-8660-BKG

ディーリズム

43/32/17

￥15,700 +税

BR-5191-BE

ウォーターファウル

26/32/12

￥11,800 +税

『ロマンス』

8月29日(土)
公開

映画

〈今月のおすすめ〉

BR-5361-IV ブーケ トート小 27/28/12 ¥12,800 +税

スタイリスト
大人気！！

OH-7091-CA

チェルシー

30/40/9

￥24,000 +税

BR-5200-GY

シャギーモヘア

32/42/12

￥15,000 +税

BR-4840-CA

リファインドムートン

19/28/13

￥21,000 +税

BR-5280-GY

ウォームボーダー

23/24/20

￥16,000 +税

『S-最後の警官
－THE MOVIE』

8月29日（日）
公開

映画

OH-4332-RE

ステディ

28/40/18

￥18,000 +税

BR-4800-BKC

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

『あん』

5月30日(土)
公開

映画
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