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shop HARAJUKU

〈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

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～

福士蒼汰,川口春奈、鈴木保奈美、
賀来賢人、遠藤憲一　他愛してたって、秘密はある。 日本テレビ系列 7月16日（日）

22：00～スタート

長瀬智也、吉岡里帆、坂口健太郎、
大西礼芳、大竹しのぶ　他ごめん､愛してる TBS系列 7月9日（日）

21：00～スタート

山下智久、新垣結衣、戸田恵梨香、
比嘉愛未、浅利陽介、有岡大貴　他コード・ブルー フジテレビ系列 7月17日（月）

21：00～スタート

真木よう子、吉瀬美智子、伊藤歩、
板谷由夏、長谷川京子、金子ノブアキ　他セシルのもくろみ フジテレビ系列 7月13日（木）

22：00～スタート

高畑充希、黒木瞳、時任三郎、竹内涼真　他過保護のカホコ 日本テレビ系列 7月12日（水）
22:00～スタート

渡辺直美、要潤、山口紗弥加、工藤阿須加、
トリンドル玲奈、斉藤由貴　他カンナさーん TBS系列 7月18日（火）

22:00～スタート

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～

沢尻エリカ、小池栄子、板谷由夏、藤木直人、
風吹ジュン、高橋メアリージュン　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～

長谷川博己、岡田将生、芳根京子、
安田顕、 香川照之　他小さな巨人 TBS系列 毎週(日)21:00～

寺島進、戸田恵子、宇梶剛士、黒谷友香、
大塚ちひろ　他ドクター彦次郎 テレビ朝日系列 土曜日21:00～

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、山崎育三郎、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

本仮屋ユイカAmazon
プライムビデオ

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　他ラストコップ 映　画 2017年5月3日

公開

日本をゆっくり走ってみたよ

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

今年も　海かばん。　山かばん。

かばんに何を詰め込もうか。

いってきます。

今年も　海かばん。　山かばん。

かばんに何を詰め込もうか。

いってきます。
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RE-4340-GY

センシュアルメッシュ

23/30（18）/18

￥20,000+税

RE-4103-NV

イージーシック

14/23/13

￥22,000 +税

OH-7282-IV

ラスティックメッシュ

26/14（18）/14

￥15,000 +税

MD-9130-WH

アネロ

35/34/4

￥25,000 +税

Oggi 8月号

6/28発売

『4大OL1Week着まわし』

MD-8493-LBL

オルタナカラー

24/35/6

￥18,000 +税

MD-9111-BK

タンク

42/34/7

￥23,500 +税

MD-9090-BK

フェリータ

32/36/15

￥21,000 +税

MonoMax 特別編集

6/20発売

『大人のカバン傑作図鑑』

〈雑誌掲載商品〉 〈雑誌掲載商品〉

〈TV使用商品〉〈雑誌掲載商品〉

BR-5861-WH

エモンメッシュ

26/32（22）/16

￥22,900 +税

BR-5871-BK

サッシュ

20/21/16

￥15,000 +税

Domani 8月号

7/1発売

『着まわし』

BR-5911-WH

ビッグフラップ

19/27/5

￥18,500 +税

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-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

RE-4420-OR

ワックスコードステッチ

29/46（28）/14

￥33,000 +税

RE-4310-BK

アンニュイ

23/31/16

￥33,000 +税

RE-4311-DBE

アンニュイ

15/24/13

￥25,000 +税

OH-7310-IV

ホルターネック 

30/40(19)/11

￥20,000 +税

RE-4103-CA

イージーシック

14/23/13

￥22,000 +税

RE-4214-LBL

スリット

20/26/16

￥25,000 +税

BR-5731-BR

スクエアメタル

19/28/13

￥23,800 +税

MD-8220-BR

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

RE-4370-DBE

ノルマンディ

28/45（24）/20

￥24,000 +税

RE-4392-LGY

ステラ

29/32(22)/16

￥25,000 +税

BR-5572-BEA

サイドクリップ

17/27/6

￥15,000 +税

BR-5733-BE

スクエアメタル

17/27/6

￥16,000 +税

RE-4393-WH

ステラ

14/22/7

￥16,800 +税

BR-5871-CA

サッシュ

20/21/16

￥15,000 +税

BRE-0131-BL

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

RE-4211-NV

スリット

24/23/16

￥25,000 +税

RE-4360-BK

センシュアル

29/44（32）/14

￥22,000 +税

『過保護のカホコ』

7月12日（水）
22:00～

日本テレビ系列

『セシルのもくろみ』

7月13日（木）
22:00～

フジテレビ系列

『ごめん､愛してる』

7月9日（日）
21：00～

TBS系列

ミセス手編みニット
秋冬号

8/上旬発売

ブティック社

Steady 8月号

7/7発売

『コスパ服で着まわし』
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BR-5870-WH
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16/30/10
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4/12発売
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RE-4420-OR
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29/46（28）/14

￥33,000 +税
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23/31/16

￥33,000 +税

RE-4311-DBE
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30/40(19)/11
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RE-4103-CA
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14/23/13

￥22,000 +税

RE-4214-LBL

スリット

20/26/16

￥25,000 +税

BR-5731-BR

スクエアメタル

19/28/13

￥23,800 +税

MD-8220-BR

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

RE-4370-DBE

ノルマンディ

28/45（24）/20

￥24,000 +税

RE-4392-LGY

ステラ

29/32(22)/16

￥25,000 +税

BR-5572-BEA

サイドクリップ

17/27/6

￥15,000 +税

BR-5733-BE

スクエアメタル

17/27/6

￥16,000 +税

RE-4393-WH

ステラ

14/22/7

￥16,800 +税

BR-5871-CA

サッシュ

20/21/16

￥15,000 +税

BRE-0131-BL
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9.5/20

￥14,800 +税
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24/23/16
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センシュアル

29/44（32）/14

￥22,000 +税

『過保護のカホコ』

7月12日（水）
22:00～

日本テレビ系列

『セシルのもくろみ』

7月13日（木）
22:00～

フジテレビ系列

『ごめん､愛してる』

7月9日（日）
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ミセス手編みニット
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8/上旬発売

ブティック社
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BR-5493-IV

ハーディークロコ 

23/36/13

￥18,000 +税

OH-7341-BE

ラスティックトート

24/36(22)/16

￥9,000 +税

OH-7300-IV

ラムタッチ

24/38(29)/15

￥24,000 +税

BR-5611-NV

ラウンドロック

19/25/12

￥25,000 +税

BR-5612-CA

ラウンドロック

17/27/7

￥18,000 +税

RE-4390-BK

ステラ

29/44(32)/14

￥25,000 +税

RE-4210-GY

スリット

27/32(34)/16

￥28,000 +税

BR-5870-WH

サッシュ

25/35/13

￥22,000 +税

REGALO NEWS 2017年7月号 / vol.7904 REGALO NEWS 2017年7月号 / vol.7905

〈TV使用商品〉

BR-5802-NV

シンプルソフト

21/30/10

￥21,000 +税

〈TV使用商品〉
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BR-4995-BE

ゴールドリング 

18/25/12

￥24,000 +税

『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

『小さな巨人』

毎週(日)21:00～

TBS系列

RE-4431-LGY

レザーフレーム

27/44（25）/14

￥15,800 +税

MD-8590-BL

ウェービング 

33/43/16

￥38,000 +税

MD-9091-DBR

フェリータ 

36/45/16

￥30,000 +税

OH-7320-BE

ストライプジャガード

32/46(37)/13 

￥14,800 +税

『愛してたって、秘密はある。』

7月16日（日）
22：00～

日本テレビ系列

BR-5950-BE

モダンフラワー

27/28/12

￥15,000 +税

MD-8590-BK

ウェービング

33/43/16

￥38,000 +税

OH-7282-IV

ラスティックメッシュ

26/14(18)/14

￥15,000 +税

REE-1250-BK

ニューヨークインパリス

10/19

￥18,000 +税

BRE-0130-LGO

ゴールドリング

10/19

￥14,800 +税

OH-7331-BE

フラワーバスケット

21.5/26(20)/13

￥16,500 +税

『カンナさーん』

7月18日（火）
22:00～

TBS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

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

RE-4281-BK

フープ

14/24/7

￥18,000 +税

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

『あなたのことはそれほど』

毎週(火)22:00～

TBS系列

MD-9131-WH

アネロ

28/34/4

￥22,000 +税

『TOKYOディープ！』

毎週（月）19：00～

NHK・BSプレミアム
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BR-4995-BE

ゴールドリング 

18/25/12

￥24,000 +税

『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

『小さな巨人』

毎週(日)21:00～

TBS系列

RE-4431-LGY

レザーフレーム

27/44（25）/14

￥15,800 +税

MD-8590-BL

ウェービング 

33/43/16

￥38,000 +税

MD-9091-DBR

フェリータ 

36/45/16

￥30,000 +税

OH-7320-BE

ストライプジャガード

32/46(37)/13 

￥14,800 +税

『愛してたって、秘密はある。』

7月16日（日）
22：00～

日本テレビ系列

BR-5950-BE

モダンフラワー

27/28/12

￥15,000 +税

MD-8590-BK

ウェービング

33/43/16

￥38,000 +税

OH-7282-IV

ラスティックメッシュ

26/14(18)/14

￥15,000 +税

REE-1250-BK

ニューヨークインパリス

10/19

￥18,000 +税

BRE-0130-LGO

ゴールドリング

10/19

￥14,800 +税

OH-7331-BE

フラワーバスケット

21.5/26(20)/13

￥16,500 +税

『カンナさーん』

7月18日（火）
22:00～

TBS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

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

RE-4281-BK

フープ

14/24/7

￥18,000 +税

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

『あなたのことはそれほど』

毎週(火)22:00～

TBS系列

MD-9131-WH

アネロ

28/34/4

￥22,000 +税

『TOKYOディープ！』

毎週（月）19：00～

NHK・BSプレミアム



RE-4093-RE

エスプリ

24/23/15

￥22,000 +税
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REGALO NEWS 2017年7月号 / vol.7906 REGALO NEWS 2017年7月号 / vol.7907

〈TV使用商品〉

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

『ボク、運命の人です』

毎週(土)22:00～

日本テレビ系列

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

〈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-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-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

MD-8491-OR

オルタナ カラー

28/33/16

￥18,000 +税

『3人のパパ』

毎週（水）23:56～

TBS系列

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

REGALO
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information

RE-4100-GY

イージーシック

28/31.5/17.5

￥22,000 +税

BR-4997-BKA

ゴールドリング

21/19/14

￥15,000 +税

RE-4223-CA

サッチェル 

17/22/9

￥18,000 +税

『リバース』

毎週（金）22:00～

TBS系列

OH-4242-BE

ゴールドIVYテープキャンバス

29/45/18

￥15,300 +税

『母になる』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列

OH-7180-BK

モダニティボタニカル

27/41（28）/15

￥15,000 +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-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



RE-4093-RE

エスプリ

24/23/15

￥22,000 +税

REGALO
news

TV
information
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〈TV使用商品〉
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OH-7270-IV

ソフトシュリンクレザー
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￥27,500 +税
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28/31.5/17.5
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BR-4997-BKA

ゴールドリング

21/19/14

￥15,000 +税
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サッチェル 

17/22/9
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毎週（金）22:00～

TBS系列

OH-4242-BE

ゴールドIVYテープキャンバス

29/45/18

￥15,300 +税

『母になる』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列

OH-7180-BK

モダニティボタニカル

27/41（28）/15

￥15,000 +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-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
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毎週(木)22:00～
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〈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

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～

福士蒼汰,川口春奈、鈴木保奈美、
賀来賢人、遠藤憲一　他愛してたって、秘密はある。 日本テレビ系列 7月16日（日）

22：00～スタート

長瀬智也、吉岡里帆、坂口健太郎、
大西礼芳、大竹しのぶ　他ごめん､愛してる TBS系列 7月9日（日）

21：00～スタート

山下智久、新垣結衣、戸田恵梨香、
比嘉愛未、浅利陽介、有岡大貴　他コード・ブルー フジテレビ系列 7月17日（月）

21：00～スタート

真木よう子、吉瀬美智子、伊藤歩、
板谷由夏、長谷川京子、金子ノブアキ　他セシルのもくろみ フジテレビ系列 7月13日（木）

22：00～スタート

高畑充希、黒木瞳、時任三郎、竹内涼真　他過保護のカホコ 日本テレビ系列 7月12日（水）
22:00～スタート

渡辺直美、要潤、山口紗弥加、工藤阿須加、
トリンドル玲奈、斉藤由貴　他カンナさーん TBS系列 7月18日（火）

22:00～スタート

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～

沢尻エリカ、小池栄子、板谷由夏、藤木直人、
風吹ジュン、高橋メアリージュン　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～

長谷川博己、岡田将生、芳根京子、
安田顕、 香川照之　他小さな巨人 TBS系列 毎週(日)21:00～

寺島進、戸田恵子、宇梶剛士、黒谷友香、
大塚ちひろ　他ドクター彦次郎 テレビ朝日系列 土曜日21:00～

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、山崎育三郎、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

本仮屋ユイカAmazon
プライムビデオ

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　他ラストコップ 映　画 2017年5月3日

公開

日本をゆっくり走ってみたよ

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

今年も　海かばん。　山かばん。

かばんに何を詰め込もうか。

いってきます。

今年も　海かばん。　山かばん。

かばんに何を詰め込もうか。

いってきます。


