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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使用番組リスト〉 

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

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 毎週（日）22：00～

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 毎週（日）21：00～

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 毎週（月）21：00～

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 毎週（木）22：00～

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～

小栗旬、青木崇高、波瑠、遠藤憲一、古田新太、
滝藤賢一、野間口徹、浜野謙太　他BORDER2 贖罪 テレビ朝日系列 2017年秋放送予定

杉本哲太、古田新太、安田顕、松澤一之、
三倉茉奈、藤井美菜、高山侑子　他隠蔽捜査「去就」 TBSテレビ系列 2017年秋放送予定

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 毎週（水）22:00～

沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、
風間トオル、金田明夫、斉藤暁、渡部秀　他科捜研の女 テレビ朝日系列 毎週（木）20:00～

放送予定

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 毎週（火）22：00～

有田哲平、本田翼、賀来賢人、吉村界人、
コムアイ、 DOTAMA、村上淳　他わにとかげぎす TBS系列 毎週（水）23:56～

小泉孝太郎、松下由樹、若村麻由美、
安達祐実、石丸謙二郎、加藤茶、小林稔侍　他警視庁ゼロ係 テレビ東京系列 毎週（金）20：00～

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（水）26：00～

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

舘ひろし、黒木瞳、広末涼子、臼田あさ美、
田口トモロヲ　他終わった人 映　画 2018年6月

公開予定

木村拓哉、二宮和也、吉高由里子、松重豊、
山崎努、亀田佳明、松山愛理、亀田佳明　他検察側の罪人 映　画 2018年

公開予定

山田孝之、佐藤健、荒川良々　他ハード・コア 映　画 2018年
公開予定

内山理名、遠藤久美子、弥尋、東松史子　他ゆらり 映　画 2017年11月
公開

玉山鉄二、谷原章介、渡部篤郎、ミムラ、鶴田真由、春木みさよ、
桜田ひより、木村多江、手塚理美、板尾創路　他犯罪症候群 フジテレビ系列 毎週(土)23：40～

【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

クロコ コンビ  BR-6012-BK （2wayミニショルダー） 17/27/6 ¥16,500+税, BR-6010-CA （トート） 28/34/15 ¥29,000+税, BR-6011-GY （2wayボストン） 19/27/12 ¥23,000+税
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RE-4510-BK

ギャザー

33/10(30)/12

￥28,000+税

OH-7401-BK

シャンブレール

21.5/27/9

￥13,800 +税

OH-7390-BK

クラフトサッチェル

16/20.5/8

￥18,000 +税

RE-4500-DBR

チャーム

23/29(19)/19

￥15,000 +税

RE-4092-RE

エスプリ

23/23/9

￥16,000 +税

RE-4092-RE

エスプリ

23/23/9

￥16,000 +税

RE-4091-GY

エスプリ

18/23/14

￥24,000 +税

RE-4223-CA

サッチェル

17/22/9

￥18,000 +税

BR-4997-WHA

ゴールドリング

21/19/14

￥15,000 +税

BR-4992-CAA

ゴールドリング

17/27/7

￥15,000 +税

GINGER 11月号

9/23発売

『色』

〈雑誌掲載商品〉 〈雑誌掲載商品〉

BR-6062-DBE

サブリエ

22/19(25)/12

￥20,000 +税

BR-6072-LGY

フラワースムース

17.5/28(22)/10

￥18,000 +税

MORE 11月号

9/28発売

『色テーマ』

Domani 11月号

10/1発売

『本命コート』
『セカンドコート』

RE-4431-LGY

レザーフレーム

27/44(25)/14

￥25,000 +税

RE-4340-BK

センシュアルメッシュ

23/30(18)/18

￥20,000 +税

RE-4301-BK

アイコニック

25/29(31)/15

￥26,800 +税

OH-7343-BE

ラスティックトート

26/14/14

￥9,800 +税

BR-5921-OR

ルーチェ

19/32/12

￥23,000 +税

RE-4214-LGY

スリット

20/26/16

￥25,000 +税

BR-5681-NV

プリズム

17/27/6

￥15,000 +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

BR-5733-BE

スクエアメタル

17/27/6

￥16,000 +税

BR-5871-CA

サッシュ

20/21/16

￥15,000 +税

RE-4441-RE

クラスプ

17/24/13

￥24,000 +税

RE-4215-BK

スリット

19/30/13

￥26,800 +税

RE-4420-OR

ワックスコードステッチ

29/46（28）/14

￥33,000 +税

ミセス手編みニット
秋冬号

8/上旬発売

ブティック社

Steady 10月号

9/7発売

『6大通販ブランドで着まわし』

LEE 11月号

10/7発売

『バッグ』

RE-4290-IV

ニューヨークインパリス

14/24/7

￥18,500 +税

RE-4401-SV

レイドバック

29/47(30)/18

￥20,000 +税

GINGER 10月号

8/23発売

『楽天タイアップ』

Steady 9月号

8/7発売

『身長別着こなし』

With 10月号

8/28発売

『通勤バッグ』
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￥28,000+税
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シャンブレール

21.5/27/9

￥13,800 +税

OH-7390-BK

クラフトサッチェル

16/20.5/8

￥18,000 +税

RE-4500-DBR

チャーム

23/29(19)/19
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￥16,000 +税

RE-4092-RE

エスプリ

23/23/9

￥16,000 +税
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18/23/14
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￥15,000 +税

BR-4992-CAA

ゴールドリング
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サブリエ

22/19(25)/12

￥20,000 +税

BR-6072-LGY

フラワースムース

17.5/28(22)/10

￥18,000 +税

MORE 11月号

9/28発売

『色テーマ』

Domani 11月号

10/1発売

『本命コート』
『セカンドコート』

RE-4431-LGY

レザーフレーム

27/44(25)/14

￥25,000 +税

RE-4340-BK

センシュアルメッシュ

23/30(18)/18

￥20,000 +税

RE-4301-BK

アイコニック

25/29(31)/15

￥26,800 +税

OH-7343-BE

ラスティックトート

26/14/14

￥9,800 +税

BR-5921-OR

ルーチェ

19/32/12

￥23,000 +税

RE-4214-LGY

スリット

20/26/16

￥25,000 +税

BR-5681-NV

プリズム

17/27/6

￥15,000 +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

BR-5733-BE

スクエアメタル

17/27/6

￥16,000 +税

BR-5871-CA

サッシュ

20/21/16

￥15,000 +税

RE-4441-RE

クラスプ

17/24/13

￥24,000 +税

RE-4215-BK

スリット

19/30/13

￥26,800 +税

RE-4420-OR

ワックスコードステッチ

29/46（28）/14

￥33,000 +税

ミセス手編みニット
秋冬号

8/上旬発売

ブティック社

Steady 10月号

9/7発売

『6大通販ブランドで着まわし』

LEE 11月号

10/7発売

『バッグ』

RE-4290-IV

ニューヨークインパリス

14/24/7

￥18,500 +税

RE-4401-SV

レイドバック

29/47(30)/18
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『楽天タイアップ』

Steady 9月号

8/7発売

『身長別着こなし』

With 10月号

8/28発売

『通勤バッグ』



MD-8590-DBR

ウェービング 

33/43/16

￥38,000 +税

BR-5830-BK

アーバンフーフ

30/42(30)/14

￥25,000 +税

BR-5733-BE

スクエアメタル

17/27/6

￥16,000 +税

BRE-0132-RE

ゴールドリング 

7.5/11

￥6,000 +税

RE-4261-GO

キルビー 

 28/24(31)/14

￥22,000 +税
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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

OH-7341-BE

ラスティックトート

24/36/(22)/16

￥9,000 +税

BR-5900-IV

ピース

26/31/11

￥18,000 +税

OH-7322-RE

ストライプジャガード

23/30(20)/10

￥12,000 +税

BR-5950-BE

モダンフラワー

27/28/12

￥15,000 +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

RE-4393-WH

ステラ

14/22/7

￥16,800 +税

BRE-0131-BL

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

『ごめん､愛してる』

毎週（日）21：00～

TBS系列

BR-5860-BE

エモンメッシュ

25/35/13

￥26,800 +税

OH-7160-GY

ガーデニングトート

31/48(32)17

￥10,000 +税

『コード・ブルー』

毎週（月）21：00～

フジテレビ系列

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

BR-5861-WH

エモンメッシュ

26/32(22)/16

￥22,900 +税

OH-7300-IV

ラムタッチ

24/38(29)/15

￥24,000 +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。』

毎週（日）22：00～

日本テレビ系列

MD-8220-BR

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

『セシルのもくろみ』

毎週（木）22：00～

フジテレビ系列

MD-8590-BK

ウェービング

33/43/16

￥38,000 +税

『カンナさーん！』

毎週（火）22：00～

TBS系列

OH-7310-IV

ホルターネック 

30/40(19)/11

￥20,000 +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

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

OH-7280-IV

ラスティックメッシュ

28/46/(25)/10

￥15,000 +税

RE-4103-CA

イージーシック

14/23/13

￥22,000 +税

『過保護のカホコ』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列
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キルビー 

 28/24(31)/14
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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

OH-7341-BE

ラスティックトート

24/36/(22)/16

￥9,000 +税

BR-5900-IV

ピース

26/31/11

￥18,000 +税

OH-7322-RE

ストライプジャガード

23/30(20)/10

￥12,000 +税

BR-5950-BE

モダンフラワー

27/28/12

￥15,000 +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

RE-4393-WH

ステラ

14/22/7

￥16,800 +税

BRE-0131-BL

ゴールドリング

9.5/20

￥14,800 +税

『ごめん､愛してる』

毎週（日）21：00～

TBS系列

BR-5860-BE

エモンメッシュ

25/35/13

￥26,800 +税

OH-7160-GY

ガーデニングトート

31/48(32)17

￥10,000 +税

『コード・ブルー』

毎週（月）21：00～

フジテレビ系列

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

BR-5861-WH

エモンメッシュ

26/32(22)/16

￥22,900 +税

OH-7300-IV

ラムタッチ

24/38(29)/15

￥24,000 +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。』

毎週（日）22：00～

日本テレビ系列

MD-8220-BR

オルタナ

33/43/16

￥35,000 +税

『セシルのもくろみ』

毎週（木）22：00～

フジテレビ系列

MD-8590-BK

ウェービング

33/43/16

￥38,000 +税

『カンナさーん！』

毎週（火）22：00～

TBS系列

OH-7310-IV

ホルターネック 

30/40(19)/11

￥20,000 +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

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

OH-7280-IV

ラスティックメッシュ

28/46/(25)/10

￥15,000 +税

RE-4103-CA

イージーシック

14/23/13

￥22,000 +税

『過保護のカホコ』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列
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〈TV使用商品〉

REE-1182-LPI

フレーム

7.5/11

￥3,900 +税

RE-4251-BK

エピック

22.5/33/12

￥21,000 +税

〈TV使用商品〉

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11月
公開

映画

REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

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

￥15000 +税

『おみおくり』

2018年3月
公開予定

映画

REGALO
news

TV
information

BRE-0110-BK

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

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

RE-4100-GY

イージーシック

28/31/17

￥22,000 +税

『BORDER2 贖罪』

2017年秋
放送予定

テレビ朝日系列

『隠蔽捜査「去就」』

2017年秋
放送予定

TBSテレビ系列

REGALO
news

TV
information

BRE-0171-BK

バーチカルメタル

9/12

￥12,000 +税

BRE-0111-BL

ロックセット クロコ

9.5/20 

￥16,000 +税

RE-4310-BK

アンニュイ

23/31/16

￥33,000 +税

BR-5862-BK

エモンメッシュ

17/27/6

￥15,000 +税

BR-5852-CA

フラップベルト

17/27/6

￥16,000 +税

MDE-0130-OR

ウェービング

11/19/2

￥16,000 +税

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-8491-GY

オルタナカラー

 28/33/16

￥18,000 +税

OH-7090-NV

チェルシー

28/40/14

￥28,000 +税

『犯罪症候群』

毎週(土)23：40～

フジテレビ系列

REGALO
news

TV
information

RE-4302-LGY

アイコニック

18/27/8

￥20,000 +税

MD-9131-WH

アネロ

28/34/4

￥22,000 +税

BR-5911-WH

ビッグフラップ

19/27/5

￥18,500 +税

『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

『科捜研の女』

毎週（木）20:00～
放送予定

テレビ朝日系列

OH-7360-YE

オーバル

29/43(19)/11

￥24,000 +税

『わにとかげぎす』

毎週（水）23:56～

TBSテレビ系列

『警視庁ゼロ係』

毎週（金）20：00～

テレビ東京系列
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REGALO NEWS 2017年9月号 / vol.8006 REGALO NEWS 2017年9月号 / vol.8007

〈TV使用商品〉

REE-1182-LPI

フレーム

7.5/11

￥3,900 +税

RE-4251-BK

エピック

22.5/33/12

￥21,000 +税

〈TV使用商品〉

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11月
公開

映画

REGALO
news

TV
information

REGALO
news

TV
information

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

￥15000 +税

『おみおくり』

2018年3月
公開予定

映画

REGALO
news

TV
information

BRE-0110-BK

ロックセットクロコ

9.5/19

￥16,000 +税

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

RE-4100-GY

イージーシック

28/31/17

￥22,000 +税

『BORDER2 贖罪』

2017年秋
放送予定

テレビ朝日系列

『隠蔽捜査「去就」』

2017年秋
放送予定

TBSテレビ系列

REGALO
news

TV
information

BRE-0171-BK

バーチカルメタル

9/12

￥12,000 +税

BRE-0111-BL

ロックセット クロコ

9.5/20 

￥16,000 +税

RE-4310-BK

アンニュイ

23/31/16

￥33,000 +税

BR-5862-BK

エモンメッシュ

17/27/6

￥15,000 +税

BR-5852-CA

フラップベルト

17/27/6

￥16,000 +税

MDE-0130-OR

ウェービング

11/19/2

￥16,000 +税

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-8491-GY

オルタナカラー

 28/33/16

￥18,000 +税

OH-7090-NV

チェルシー

28/40/14

￥28,000 +税

『犯罪症候群』

毎週(土)23：40～

フジテレビ系列

REGALO
news

TV
information

RE-4302-LGY

アイコニック

18/27/8

￥20,000 +税

MD-9131-WH

アネロ

28/34/4

￥22,000 +税

BR-5911-WH

ビッグフラップ

19/27/5

￥18,500 +税

『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

『科捜研の女』

毎週（木）20:00～
放送予定

テレビ朝日系列

OH-7360-YE

オーバル

29/43(19)/11

￥24,000 +税

『わにとかげぎす』

毎週（水）23:56～

TBSテレビ系列

『警視庁ゼロ係』

毎週（金）20：00～

テレビ東京系列
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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使用番組リスト〉 

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

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 毎週（日）22：00～

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 毎週（日）21：00～

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 毎週（月）21：00～

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 毎週（木）22：00～

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～

小栗旬、青木崇高、波瑠、遠藤憲一、古田新太、
滝藤賢一、野間口徹、浜野謙太　他BORDER2 贖罪 テレビ朝日系列 2017年秋放送予定

杉本哲太、古田新太、安田顕、松澤一之、
三倉茉奈、藤井美菜、高山侑子　他隠蔽捜査「去就」 TBSテレビ系列 2017年秋放送予定

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 毎週（水）22:00～

沢口靖子、内藤剛志、若村麻由美、
風間トオル、金田明夫、斉藤暁、渡部秀　他科捜研の女 テレビ朝日系列 毎週（木）20:00～

放送予定

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 毎週（火）22：00～

有田哲平、本田翼、賀来賢人、吉村界人、
コムアイ、 DOTAMA、村上淳　他わにとかげぎす TBS系列 毎週（水）23:56～

小泉孝太郎、松下由樹、若村麻由美、
安達祐実、石丸謙二郎、加藤茶、小林稔侍　他警視庁ゼロ係 テレビ東京系列 毎週（金）20：00～

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（水）26：00～

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

舘ひろし、黒木瞳、広末涼子、臼田あさ美、
田口トモロヲ　他終わった人 映　画 2018年6月

公開予定

木村拓哉、二宮和也、吉高由里子、松重豊、
山崎努、亀田佳明、松山愛理、亀田佳明　他検察側の罪人 映　画 2018年

公開予定

山田孝之、佐藤健、荒川良々　他ハード・コア 映　画 2018年
公開予定

内山理名、遠藤久美子、弥尋、東松史子　他ゆらり 映　画 2017年11月
公開

玉山鉄二、谷原章介、渡部篤郎、ミムラ、鶴田真由、春木みさよ、
桜田ひより、木村多江、手塚理美、板尾創路　他犯罪症候群 フジテレビ系列 毎週(土)23：40～

【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

クロコ コンビ  BR-6012-BK （2wayミニショルダー） 17/27/6 ¥16,500+税, BR-6010-CA （トート） 28/34/15 ¥29,000+税, BR-6011-GY （2wayボストン） 19/27/12 ¥23,000+税


