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shop HARAJUKU

〈TV使用商品〉

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

『司法書士姉妹の事件記録』 テレビ東京系列 9月放送予定 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〉

「私の記憶は曖昧なのです。」

彼はグラスについた水滴を拭き取りながら言った。

神経質そうな性格は、その指先からも窺い知れる。

そんな書き出しのミステリー。

犯行を吐露するところから物語は始まります。

っていう小説を書こうと思いましたが、この一文しか出来ません。

この夏の暑さのせい？　　　

いやいや、文才無いのです。

という訳で「江戸川乱歩賞」は、さっさとあきらめて、お買い物に。

「FUZZ」初秋から持ちたいこのバッグ狙ってます。

新刊のミステリーと一緒に購入決定。

ファズ 〈上段〉 RE-4013-WH （フラップミニショルダー） 17/23/7 ¥19,500+税 / RE-4012-BK （ショルダー） 16/23/7 ¥16,800+税 〈下段〉 RE-4011-CA （クラッチ） 22/32/4 ¥16,500+税 / RE-4010-CA （2wayフラップトート） 26/44/15 ¥24,000+税

『My memory is fuzzy.』

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

偽装の夫婦 日本テレビ系列 天海祐希、沢村一樹、内田有紀、工藤阿須加、佐藤二朗、他10月（水）
22:00～スタート

阿部寛、土屋太鳳　他下町ロケット TBS系列 10月(日)～スタート

金曜ドラマ『コウノドリ』 TBS系列 10月～スタート

香里奈、原田美枝子、鈴木亮平、山本裕典、真野恵里菜、
美保純、戸田菜穂、江波杏子、遠藤憲一　他

綾野剛、松岡茉優、吉田羊、坂口健太郎、清野菜名、平山祐介、
豊本明長、浅野和之、江口のりこ、山口紗弥加　他

結婚式の前日に TBS系列 10月(火)
22:00～スタート

西島秀俊、伊藤淳史、石橋杏奈、伊藤英明　他無痛～診える眼～ フジテレビ系列 10月（水）
22:00～スタート

〈TV使用番組リスト〉 10月期ドラマ予定新

『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



BR-5542-BE

レオパードプリント

29/37

￥7,800 +税

RE-4072-BK

グラム

16/21.5/8.5

￥16,800 +税
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〈雑誌掲載商品〉〈雑誌掲載商品〉 〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2015年9月号 / vol.6103

BR-5571-GR

サイドクリップ

16/27/7

￥18,000 +税

RE-3960-BK

プラージュ

27/29/14

￥14,500 +税

BR-5470-CA

ラウンドリング

21/28/11

￥22,800 +税

RE-3981-DBR

テジュー

17/24/13

￥23,000 +税

RE-3756-GYA

リジッド

24/33/15

￥23,000 +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』

11月号 9/23発売

『ボトルネック』
『抜け感ニット』

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

RE-3772-GY

シャドー

22/28/8

￥24,000 +税

RE-3772-GY

シャドー

22/28/8

￥24,000 +税

RE-4082-DNV

カーリー

18/28/8

￥16,800 +税

BR-5502-DRE

イージースムース

17/22/7

￥16,000 +税

BR-5520-GY

ヘアーポケット

17/24/10

￥26,000 +税

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-5571-GY

サイドクリップ

16/27/7

￥18,000 +税

RE-4080-DNV

カーリー

33/25/17

￥16,800 +税

MD-8592-BL

ウェービング

28/21.5

￥24,000 +税

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』

10月号 9/7発売

『身長別コーデ』

anan

8/19発売

『ビジネススタイル』

BR-5600-KA

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

BR-5560-CAA

トリム

21/30/8

￥25,000 +税

RE-4061-CA

ソリッド

17/26/15

￥25,000 +税

RE-3755-WH

リジッド

20.5/26/15

￥24,000 +税

With 11月号

9/28発売

『希のキャメル
聡子のカーキ』

STORY 10月号

9/1発売

『女子旅』
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BR-5571-GR

サイドクリップ

16/27/7

￥18,000 +税

RE-3960-BK

プラージュ

27/29/14

￥14,500 +税

BR-5470-CA

ラウンドリング

21/28/11

￥22,800 +税

RE-3981-DBR

テジュー

17/24/13

￥23,000 +税

RE-3756-GYA

リジッド

24/33/15

￥23,000 +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』

11月号 9/23発売

『ボトルネック』
『抜け感ニット』

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

RE-3772-GY

シャドー

22/28/8

￥24,000 +税

RE-3772-GY

シャドー

22/28/8

￥24,000 +税

RE-4082-DNV

カーリー

18/28/8

￥16,800 +税

BR-5502-DRE

イージースムース

17/22/7

￥16,000 +税

BR-5520-GY

ヘアーポケット

17/24/10

￥26,000 +税

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-5571-GY

サイドクリップ

16/27/7

￥18,000 +税

RE-4080-DNV

カーリー

33/25/17

￥16,800 +税

MD-8592-BL

ウェービング

28/21.5

￥24,000 +税

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』

10月号 9/7発売

『身長別コーデ』

anan

8/19発売

『ビジネススタイル』

BR-5600-KA

フリンジチャーム

29/37

￥7,800 +税

BR-5560-CAA

トリム

21/30/8

￥25,000 +税

RE-4061-CA

ソリッド

17/26/15

￥25,000 +税

RE-3755-WH

リジッド

20.5/26/15

￥24,000 +税

With 11月号

9/28発売

『希のキャメル
聡子のカーキ』

STORY 10月号

9/1発売

『女子旅』
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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

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

REGALO NEWS 2015年9月号 / vol.6104

〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2015年9月号 / vol.6105

〈TV使用商品〉〈TV使用商品〉

BR-5421-GO

メタリックリネン

55/39/10

￥12,800 +税

BRE-0132-OR

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +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

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-3860-NV

ヴィフ

29/29/13

￥25,000 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥23,800 +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

『ナポレオンの村』

毎週(日)21:00～

TBS系列

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-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-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
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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

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

REGALO NEWS 2015年9月号 / vol.6104

〈雑誌掲載商品〉
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〈TV使用商品〉〈TV使用商品〉

BR-5421-GO

メタリックリネン

55/39/10

￥12,800 +税

BRE-0132-OR

ゴールドリング

7.5/11

￥6,000 +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

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-3860-NV

ヴィフ

29/29/13

￥25,000 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥23,800 +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

『ナポレオンの村』

毎週(日)21:00～

TBS系列

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-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-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-5401-LBL

ファニータッセルネオ

17/27/7

￥16,000 +税

REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

BR－4910-NVA

キューブ

23/28/20

￥24,800 +税

REGALO NEWS 2015年9月号 / vol.6106

〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2015年9月号 / vol.6107

〈TV使用商品〉 〈TV使用商品〉

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

BR-3790-CA

ボーダーフェイクファー

23/46/14

￥15,000 +税

『ロマンス』

8月29日(土)
公開

映画

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

OH-7091-CA

チェルシー

30/40/9

￥24,000 +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

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

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-5320-BK

カーブ

55/39

￥35,000 +税

BR-5233-IV

ラインズ

17/24/10

￥18,000 +税

『所轄魂』

9月20日(日)
21:00～

テレビ朝日系列

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

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



BR-5401-LBL

ファニータッセルネオ

17/27/7

￥16,000 +税
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BR－4910-NVA

キューブ

23/28/20

￥24,800 +税

REGALO NEWS 2015年9月号 / vol.6106

〈雑誌掲載商品〉

REGALO NEWS 2015年9月号 / vol.6107

〈TV使用商品〉 〈TV使用商品〉

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

BR-3790-CA

ボーダーフェイクファー

23/46/14

￥15,000 +税

『ロマンス』

8月29日(土)
公開

映画

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

OH-7091-CA

チェルシー

30/40/9

￥24,000 +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

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

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-5320-BK

カーブ

55/39

￥35,000 +税

BR-5233-IV

ラインズ

17/24/10

￥18,000 +税

『所轄魂』

9月20日(日)
21:00～

テレビ朝日系列

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

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
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〈TV使用商品〉

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

『司法書士姉妹の事件記録』 テレビ東京系列 9月放送予定 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〉

「私の記憶は曖昧なのです。」

彼はグラスについた水滴を拭き取りながら言った。

神経質そうな性格は、その指先からも窺い知れる。

そんな書き出しのミステリー。

犯行を吐露するところから物語は始まります。

っていう小説を書こうと思いましたが、この一文しか出来ません。

この夏の暑さのせい？　　　

いやいや、文才無いのです。

という訳で「江戸川乱歩賞」は、さっさとあきらめて、お買い物に。

「FUZZ」初秋から持ちたいこのバッグ狙ってます。

新刊のミステリーと一緒に購入決定。

ファズ 〈上段〉 RE-4013-WH （フラップミニショルダー） 17/23/7 ¥19,500+税 / RE-4012-BK （ショルダー） 16/23/7 ¥16,800+税 〈下段〉 RE-4011-CA （クラッチ） 22/32/4 ¥16,500+税 / RE-4010-CA （2wayフラップトート） 26/44/15 ¥24,000+税

『My memory is fuzzy.』

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

偽装の夫婦 日本テレビ系列 天海祐希、沢村一樹、内田有紀、工藤阿須加、佐藤二朗、他10月（水）
22:00～スタート

阿部寛、土屋太鳳　他下町ロケット TBS系列 10月(日)～スタート

金曜ドラマ『コウノドリ』 TBS系列 10月～スタート

香里奈、原田美枝子、鈴木亮平、山本裕典、真野恵里菜、
美保純、戸田菜穂、江波杏子、遠藤憲一　他

綾野剛、松岡茉優、吉田羊、坂口健太郎、清野菜名、平山祐介、
豊本明長、浅野和之、江口のりこ、山口紗弥加　他

結婚式の前日に TBS系列 10月(火)
22:00～スタート

西島秀俊、伊藤淳史、石橋杏奈、伊藤英明　他無痛～診える眼～ フジテレビ系列 10月（水）
22:00～スタート

〈TV使用番組リスト〉 10月期ドラマ予定新

『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


