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堀井新太、山田裕貴、三津谷亮、松井愛莉、
相楽樹、濱田マリ　他3人のパパ TBS系列 毎週（水）23:56～

〈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

沢尻エリカ、小池栄子、板谷由夏、藤木直人、風吹ジュン、浅野和之、
高橋メアリージュン、中島裕翔、道枝駿佑、藤澤遥、望月歩　他母になる 日本テレビ系列 毎週（水）22:00～

観月ありさ、藤ヶ谷太輔、髙嶋政宏、新川優愛、
上川隆也、三倉茉奈、原田佳奈　他櫻子さんの足下には死体が埋まっている フジテレビ系列 毎週（日）21:00～

山下健二郎、本仮屋ユイカ、町田啓太、
浅見れいな、八木将康、水沢エレナ　他Love or Not フジテレビ系列 毎週（月）0：00～

相葉雅紀、武井咲、生瀬勝久、井川遥、仲間由紀恵、
遠藤賢一、中山美穂、松重豊、木南晴夏　他貴族探偵 フジテレビ系列 毎週（月）21:00～

桐谷美玲、水川あさみ、ブルゾンちえみ、
成田凌、鈴木浩介、室井滋　他人は見た目が100% フジテレビ系列 毎週（木）22:00～

亀梨和也、山下智久、木村文乃、満島真之介、
菜々緒、澤部佑　他ボク、運命の人です 日本テレビ系列 毎週（土）22:00～

波瑠、東出昌大、仲里依紗、鈴木伸之、大政絢、中川翔子、
黒川智花、成田偉心、山崎育三郎、橋本じゅん、麻生祐未　他あなたのことはそれほど TBS系列 毎週（火）22:00～

藤原竜也、戸田恵梨香、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、小池徹平、
三浦貴大、門脇麦、市原隼人、武田鉄矢、片平なぎさ、YOU　他リバース TBS系列 毎週（金）22:00～

天海祐希　他ダンスダンスダンス 映　画 2017年
公開予定

新垣結衣、瑛太、佐野勇斗、広末涼子、
遠藤憲一、田中美佐子　他ミックス。 映　画 2017年10月

公開

高島礼子　他おみおくり 映　画 2018年3月
公開予定

高島礼子高島礼子・日本の古都～その絶景に歴史あり BS・TBS 毎週（金）22：00～

山本美月、伊野尾慧、永野芽郁　他ピーチガール 映　画 2017年5月20日
公開

唐沢寿明、窪田正孝、佐々木希、藤木直人、小日向文世、和久井映見、
黒川智花、松尾諭、マギー、宮川一朗太、桜井日奈子　他ラストコップ 映　画 2017年5月3日

公開

滝沢秀明、有岡大貴、門脇麦　他こどもつかい 映　画 2017年6月17日
公開

内山理名、遠藤久美子、弥尋、東松史子　他ゆらり 映　画 2017年初夏
公開予定

『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

ステラ  RE-4390-BK （トート） 29/44(32)/14 ¥25,000+税, RE-4392-LGY （トート小） 29/32(22)/16 ¥25,000+税, RE-4393-WH （ミニショルダー） 14/22/7 ¥16,800+税, RE-4391-BK （丸手トート） 28/45(25)/16 ¥29,000+税

「星」「惑星」または「星型」を意味するラテン語由来の名詞。

冬の星座のように明るい星が、春の星座には少ないと言われています。

空気の透明度も落ちているため、星が語り掛けるように瞬く冬とは違い、少し弱い光になっています。

でも、これはこれで、おとなの雰囲気。

東の空を見上げて春の大三角形を見つけます。

しし座のデネボラ、おとめ座のスピカ、うしかい座のアークトゥこれにりょうけん座のコル・カロリーを加えると春のダイヤモンドになるのです。

Jazzのスタンダードナンバー　Stella by starlight （星影のステラ）を聴きながら、宝石をプレゼントします。
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Jazzのスタンダードナンバー　Stella by starlight （星影のステラ）を聴きながら、宝石をプレゼントします。

『ステラ（stella）』『ステラ（stella）』
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RE-4303-LBE

アイコニック

17/24/9

￥18,000 +税

RE-4431-LPI

レザーフレーム

27/44(25)/14

￥15,800 +税

RE-4340-GY

センシュアルメッシュ

23/30(18)/18

￥20,000 +税

BR-5841-LYE

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +税

la farfa 7月号

5/20発売

RE-4302-LGY

アイコニック

18/27/8

￥20,000 +税

RE-4386-DNV

ディマンシェナイロン

29/44.5/20

￥13,800 +税

BR-5911-WH

ビッグフラップ

19/27/5

￥18,500 +税

RE-4430-DNV

レザーフレーム

25/36/16

￥17,500 +税

Steady 6月号

5/7発売

『上品シンプルちょこっと華やか』
『雨の日グッズ』

〈雑誌掲載商品〉 〈雑誌掲載商品〉

RE-4370-DBE

ノルマンディ

28/45(24)/20

￥24,000 +税

BR-5870-WH

サッシュ

25/35/13

￥22,000 +税

BR-5911-WH

ビッグフラップ

19/27/5

￥18,500 +税

BR-5841-LYE

アロンジェ

16/30/10

￥15,000 +税

ミセスのスタイルブック
初夏号

4/12発売

文化出版局

〈TV使用商品〉

BR-4602-BO

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

MD-8690-BK

ビーアウト

25/40/18

￥35,000 +税

RE-4270-GY

クロスジェンダー

24/31/16

￥25,900 +税

『貴族探偵』

毎週(月)21:00～

フジテレビ系列

『人は見た目が100%』

毎週(木)22:00～

フジテレビ系列
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BR-1235-NV

パグ

29/37/17

￥13,800 +税

BR-5630-CA

ハンドステッチ

26/24/17

￥28,000 +税

RE-4100-BE

イージーシック

28/31.5/17.5

￥22,000 +税

RE-4281-BK

フープ

14/24/7

￥18,000 +税

『あなたのことはそれほど』

毎週(火)22:00～

TBS系列

BR-4992-LGO

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

RE-4071-LGY

グラム

25/22/16

￥22,800 +税

BR-5612-WH

ラウンドロック

17/27/7

￥18,000 +税

OH-7180-BK

モダニティボタニカル

27/41（28）/15

￥15,000 +税

OH-4242-BE

ゴールドIVYテープキャンバス

29/45/18

￥15,300 +税

RE-4093-RE

エスプリ

24/23/15

￥22,000 +税

RE-4100-GY

イージーシック

28/31.5/17.5

￥22,000 +税

RE-4163-CA

BOHOリング

19/27/10

￥15,000 +税

BR-5504-WH

イージースムース

27/25/10｠

￥25,000 +税

BR-5752-NV

シルキーポーチ

21/38/10

￥25,000 +税

OH-7150-NV

ループレザー

27/43/20

￥13,800 +税

『リバース』

毎週（金）22:00～

TBS系列

『母になる』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列
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MDE-0130-BK

ウェービング

11/19/2

￥16,000 +税

BR-5472-IV

ラウンドリング

27/34/12

￥28,000 +税

OH-7270-IV

ソフトシュリンクレザー

33.5/34/12

￥27,500 +税

BR-5802-NV

シンプルソフト

21/30/10

￥21,000 +税

『ボク、運命の人です』

毎週(土)22:00～

日本テレビ系列

OH-7111-BEC

ブリリアントライン

30/41/10

￥12,800 +税

BR-5740-LCA

ベルトアクセント

27/42(31)/14

￥28,000 +税

OH-7172-CA

ナチュラルスムース

20/34/13.5

￥20,000 +税

MD-8491-OR

オルタナ カラー

28/33/16

￥18,000 +税

BR-4992-LSV

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

RE-4384-LGY

ディマンシェナイロン

23.5/41/21

￥12,000 +税

MD-9182-NV

コルダ

47/30/16.5

￥16,500 +税

BRE-0160-NV

キャスケット

19/10

￥15,000 +税

BR-5812-GY

マルテス

28/31/17

￥18,000 +税

MD-8770-BK

リモヴ

35/38/16

￥40,000 +税

〈TV使用商品〉
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BRE-0110-BK

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

RE-4074-CA

グラム

18/23/4

￥16,800 +税

『ラストコップ』

2017年5月3日
公開

映画

MDE-0131-RE

ウェービング

7.5/11

￥11,000 +税

RE-3751-LGY

リジッド

24/32/14

￥25,000 +税

『ピーチガール』

2017年5月20日
公開

映画

RE-3882-BKA

スクエアメッシュ

17/24/9

￥15,800 +税

『こどもつかい』

2017年6月17日
公開

映画

RE-4241-GY

ユーティリティーファー

18/26/16

￥23,000 +税

『ミックス。』

2017年10月
公開

映画

MD-8903-BK

カーフ

45/22/9

￥28,000 +税

BR-5310-LCA

デイリーズ

28/44/13

￥24,000 +税

『ゆらり』

2017年初夏
公開予定

映画

MD-8590-BL

ウェービング

33/43/16

￥38,000 +税

ＭＤ-8690-BE

ビーアウト

25/40/18

￥35,000 +税

『ダンスダンスダンス』

2017年
公開予定

映画

BR-5761-GY

ロックポイント

16/25/7

￥20,000 +税

BR-4997-WHA

ゴールドリング

21/19/14

￥15,000 +税

『おみおくり』

2018年3月
公開予定

映画

『櫻子さんの足下には
死体が埋まっている』

毎週（日）21:00～

フジテレビ系列

『3人のパパ』

毎週（水）23:56～

TBS系列

『高島礼子・日本の古都～
その絶景に歴史あり』

毎週（金）22:00～

BS・TBS

『Love or Not』

毎週（月）0：00～

フジテレビ系列
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堀井新太、山田裕貴、三津谷亮、松井愛莉、
相楽樹、濱田マリ　他3人のパパ TBS系列 毎週（水）23:56～

〈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

沢尻エリカ、小池栄子、板谷由夏、藤木直人、風吹ジュン、浅野和之、
高橋メアリージュン、中島裕翔、道枝駿佑、藤澤遥、望月歩　他母になる 日本テレビ系列 毎週（水）22:00～

観月ありさ、藤ヶ谷太輔、髙嶋政宏、新川優愛、
上川隆也、三倉茉奈、原田佳奈　他櫻子さんの足下には死体が埋まっている フジテレビ系列 毎週（日）21:00～

山下健二郎、本仮屋ユイカ、町田啓太、
浅見れいな、八木将康、水沢エレナ　他Love or Not フジテレビ系列 毎週（月）0：00～

相葉雅紀、武井咲、生瀬勝久、井川遥、仲間由紀恵、
遠藤賢一、中山美穂、松重豊、木南晴夏　他貴族探偵 フジテレビ系列 毎週（月）21:00～

桐谷美玲、水川あさみ、ブルゾンちえみ、
成田凌、鈴木浩介、室井滋　他人は見た目が100% フジテレビ系列 毎週（木）22:00～

亀梨和也、山下智久、木村文乃、満島真之介、
菜々緒、澤部佑　他ボク、運命の人です 日本テレビ系列 毎週（土）22:00～

波瑠、東出昌大、仲里依紗、鈴木伸之、大政絢、中川翔子、
黒川智花、成田偉心、山崎育三郎、橋本じゅん、麻生祐未　他あなたのことはそれほど TBS系列 毎週（火）22:00～

藤原竜也、戸田恵梨香、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、小池徹平、
三浦貴大、門脇麦、市原隼人、武田鉄矢、片平なぎさ、YOU　他リバース TBS系列 毎週（金）22:00～

天海祐希　他ダンスダンスダンス 映　画 2017年
公開予定

新垣結衣、瑛太、佐野勇斗、広末涼子、
遠藤憲一、田中美佐子　他ミックス。 映　画 2017年10月

公開

高島礼子　他おみおくり 映　画 2018年3月
公開予定

高島礼子高島礼子・日本の古都～その絶景に歴史あり BS・TBS 毎週（金）22：00～

山本美月、伊野尾慧、永野芽郁　他ピーチガール 映　画 2017年5月20日
公開

唐沢寿明、窪田正孝、佐々木希、藤木直人、小日向文世、和久井映見、
黒川智花、松尾諭、マギー、宮川一朗太、桜井日奈子　他ラストコップ 映　画 2017年5月3日

公開

滝沢秀明、有岡大貴、門脇麦　他こどもつかい 映　画 2017年6月17日
公開

内山理名、遠藤久美子、弥尋、東松史子　他ゆらり 映　画 2017年初夏
公開予定

『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

ステラ  RE-4390-BK （トート） 29/44(32)/14 ¥25,000+税, RE-4392-LGY （トート小） 29/32(22)/16 ¥25,000+税, RE-4393-WH （ミニショルダー） 14/22/7 ¥16,800+税, RE-4391-BK （丸手トート） 28/45(25)/16 ¥29,000+税

「星」「惑星」または「星型」を意味するラテン語由来の名詞。

冬の星座のように明るい星が、春の星座には少ないと言われています。

空気の透明度も落ちているため、星が語り掛けるように瞬く冬とは違い、少し弱い光になっています。

でも、これはこれで、おとなの雰囲気。

東の空を見上げて春の大三角形を見つけます。

しし座のデネボラ、おとめ座のスピカ、うしかい座のアークトゥこれにりょうけん座のコル・カロリーを加えると春のダイヤモンドになるのです。

Jazzのスタンダードナンバー　Stella by starlight （星影のステラ）を聴きながら、宝石をプレゼントします。

「星」「惑星」または「星型」を意味するラテン語由来の名詞。

冬の星座のように明るい星が、春の星座には少ないと言われています。

空気の透明度も落ちているため、星が語り掛けるように瞬く冬とは違い、少し弱い光になっています。

でも、これはこれで、おとなの雰囲気。

東の空を見上げて春の大三角形を見つけます。

しし座のデネボラ、おとめ座のスピカ、うしかい座のアークトゥこれにりょうけん座のコル・カロリーを加えると春のダイヤモンドになるのです。

Jazzのスタンダードナンバー　Stella by starlight （星影のステラ）を聴きながら、宝石をプレゼントします。

『ステラ（stella）』『ステラ（stella）』


