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〈雑誌掲載商品〉

RE-4413-YE

OH-7410-IVA

MDE-0130-DBR

フェミニテ

バランス

ウェービング

MORE 3月号

オレンジページ

1/28発売

12/27売号

『バッグ』

『2018年金運UP財布』

27/29(30)/15

26/39/14

11/19/2

￥25,000 +税

￥13,800 +税

￥16,000 +税

BR-6342-BL

RE-4215-BK

OH-7390-BKA

BR-6072-LGY

ペプラム

スリット

クラフトサッチェル

フラワースムース

With 3月号
1/28発売

『パンツ』

21/27/9

19/30/13

16/20.5/8

17.5/28(22)/10

￥20,000 +税

￥26,800 +税

￥18,000 +税

￥18,000 +税

RE-4214-LGY

REE-1201-LBE

BRE-0044-BK

スリット

キップレザー

ロックセット

LEE 2月号

MORE 2月号

1/11発売

12/27発売

『お財布』

『サイフ』

20/26/16

7.4/9.8

7/9.5

￥25,000 +税

￥11,000 +税

￥12,000 +税

REE-1300-BO

REE-1201-YE

ジェネルー

キップレザー

REE-1033-BR

REE-1050-CA

ヴィンテージレザーノンウォッシュ ヴィンテージレザーミネルバ

Steady. 1月号
12/7発売

『OLバッグ大賞』

10.5/20/5

18.5/10

9/19

7.4/9.8

￥12,000 +税

￥18,000 +税

￥18,000 +税

￥11,000 +税
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〈雑誌掲載商品〉

RE-3836-LNV

RE-4210-GY

RE-4441-BK

RE-4491-BK

ディマンシェ

スリット

クラスプ

ベロアキルティング

ゆうゆう 2月号
12/27発売

『おでかけ服』

29/44.5/20

27/32(34)/16

17/24/13

14/24/7

￥13,800 +税

￥28,000 +税

￥24,000 +税

￥14,500 +税

BR-5681-NV

BR-4602-DSV

RE-4471-RE

RE-4511-RE

プリズム

ジェントルクロコ

キャレ

ギャザー

ミセスのスタイルブック
春号
2/12発売

文化出版局
17/27/6

29/37

19/27/7

17/25/9

￥15,000 +税

￥7,900 +税

￥24,000 +税

￥18,000 +税

RE-4214-LBL

BR-6000-GY

BR-5491-DGY

BR-5840-WH

スリット

トロワメタル

ハーディークロコ

アロンジェ

レディブティック
3月号
2/7売号

20/26/16

19/28/13

17/27/6

26/44(29)/15

￥25,000 +税

￥28,000 +税

￥15,000 +税

￥21,000 +税

BR-5610-BE

BR-5496-IV

RE-4530-IVA

BR-6112-CA

RE-4460-BK

ラウンドロック

ハーディークロコ

ロー

エアーシュリンク

ドゥシェール

25/27/14

21/19.5/14

24/40(28)/14

19/18(20)/10

27/29(31)/15

￥23,000 +税

￥13,800 +税

￥20,000 +税

￥20,000 +税

￥25,000 +税
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〈TV使用商品〉

BR-6091-KA

OH-7352-LGY

REE-1036-CA

ソフトミリタリー

アーバンナチュラルレザー

ヴィンテージレザーノンウォッシュ

『anone（アノネ）』

『きみが心に棲みついた』

2018年1月
（水）22：00〜

2018年1月16日
(火)22：00〜

日本テレビ系列

TBS系列
23/32(24)/14

22.5/32(20)/16

5/13/3

￥18,000 +税

￥20,000 +税

￥3,900 +税

BR-5830-BK

RE-4540-LBE

REE-1070-CA

BRE-0170-IV

アーバンフーフ

レジェ

ターンロック

バーチカルメタル

『特命刑事 カクホの女』
2018年1月19日
(金）20:00〜
テレビ東京系列
30/42/（30）/14

37/40（34）/6

10/20

9.5/19

￥25,000 +税

￥16,500 +税

￥16,000 +税

￥16,000 +税

OH-7351-BE

RE-4210-GY

RE-3836-LNV

アーバンナチュラルレザー

スリット

ディマンシェ

RE-4210-GY

スリット

『99.9-刑事専門弁護士
〜SEASON II』
2018年1月14日
(日)21:00〜
TBS系列
22/32/12

27/32(34)/16

27/43(23)/21

27/32(34)/16

￥20,000 +税

￥28,000 +税

￥13,800 +税

￥28,000 +税

BR-6161-WH

MD-8911-NA

REE-1281-NV

サッシュファー

ノーム

JM

『陸王』

『監獄のお姫さま』

毎週（日）21：00〜

毎週(火)22:00〜

TBS系列

TBS系列
20/19/14

28/33/16

9/19

￥16,500 +税

￥8,500 +税

￥15,000 +税
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〈TV使用商品〉

BR-6020-BE

RE-4472-BK

BR-6111-LGY

RE-4310-BK

RE-4371-BK

アイランドクロコ

キャレ

エアーシュリンク

アンニュイ

ノルマンディ

25/47(32)/15

19/26(23)/12

28/27(29)/9

23/31/16

27/32(21)/21

￥24,000 +税

￥28,000 +税

￥25,000 +税

￥33,000 +税

￥20,000 +税

BR-5610-BE

RE-4091-GY

BR-4992-CAA

BR-5851-BK

ラウンドロック

エスプリ

ゴールドリング

フラップベルト

『コウノドリ』
毎週(金)22：00〜
TBS系列
25/27/14

18/23/14

17/27/7

19/28/13

￥23,000 +税

￥24,000 +税

￥15,000 +税

￥25,000 +税

BR-5212-BK

RE-4386-DNV

RE-4101-LGY

OH-7301-BK

BR-1235-NV

パグナイロン

ディマンシェナイロン

イージーシック

ラムタッチ

パグ

32/30/18

27/43(23)/21

22/24/14

21.5/30(20)/16

29/37/17

￥16,800 +税

￥13,800 +税

￥21,000 +税

￥19,000 +税

￥13,800 +税

OH-7340-NV

BR-5852-CA

RE-4301-BK

BR-5891-BE

BR-5731-BR

ラスティックトート

フラップベルト

アイコニック

ブラバ

スクエアメタル

29/42(30)/14

17/27/6

21/23/15

21/28/5

19/28/13

￥10,000 +税

￥16,000 +税

￥26,800 +税

￥12,800 +税

￥23,800 +税
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〈TV使用商品〉

RE-4214-LBL

MD-8181-BK

BR-5870-BK

RE-4420-BK

OH-7343-BE

スリット

ビズ

サッシュ

ワックスコードステッチ

ラスティックトート

20/26/16

32/42/16

25/35/13

29/46(28)/14

26/14(18)/14

￥25,000 +税

￥26,000 +税

￥22,000 +税

￥33,000 +税

￥9,800 +税

BR-6161-WH

OH-7380-YE

MD-8790-NV

MD-9112-CA

サッシュファー

グロッシーナチュラルレザー

クラフ

タンク

『今からあなたを脅迫します』
毎週(日)22：30〜
日本テレビ系列
20/19/14

15.5/24(25)/8

30/43/8

33/50(40)/12

￥16,500 +税

￥17,000 +税

￥68,000 +税

￥30,000 +税

MD-9141-NV

BR-5610-BK

RE-4391-BK

RE-4530-IVA

ベント

ラウンドロック

ステラ

ロー

『刑事ゆがみ』
毎週（木）22：00〜
フジテレビ系列
33/53(43)/12

25/27/14

28/45(25)/16

24/40(28)/14

￥29,000 +税

￥23,000 +税

￥29,000 +税

￥20,000 +税

MDE-0181-GY

BRE-0150-BK

MD-8693-BK

BR-6082-GY

オルタナカラー

ブリッジ

ビーアウト

ムースシュリンク

『明日の約束』
毎週（火）21：00〜
フジテレビ系列
13/19.5（12.5）/7

9.5/19

25/23/16

19/26.5（28）/8

￥5,800 +税

￥15,000 +税

￥24,000 +税

￥20,000 +税
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〈TV使用商品〉

RE-4212-BK

RE-4211-NV

RE-4300-GY

BRE-0131-GY

スリット

スリット

アイコニック

ゴールドリング

REGALO
news

TV

information

18/26/16

24/23/16

25/29(31)/15

9.5/20

￥22,000 +税

￥25,000 +税

￥26,800 +税

￥14,800 +税

RE-4443-BK

BR-5841-LYE

RE-4471-RE

BR-5911-WH

クラスプ

アロンジェ

キャレ

ビッグフラップ

『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
21/27/9

16/30/10

19/27/7

19/27/5

￥20,000 +税

￥15,000 +税

￥24,000 +税

￥18,500 +税

RE-4530-CAA

RE-4461-BE

OH-7350-BK

ロー

ドゥシェール

アーバンナチュラルレザー

『都庁爆破！』

『はぐれ署長の殺人急行』

2018年1月2日
(火）21:00〜

2018年1月
放送予定

TBS系列

BS・TBS
24/40（28）/14

23/29(31)/12

28/34/12

￥20,000 +税

￥23,000 +税

￥24,000 +税

RE-4390-BK

MD-8591-DBR

RE-4100-GY

OH-7351-BE

ステラ

ウェービング

イージーシック

アーバンナチュラルレザー

『山村美紗サスペンス
赤い霊柩車』
2017〜18年冬
放送予定
フジテレビ系列
29/44(32)/14

28/33/16

28/31/17

22/32/12

￥25,000 +税

￥28,000 +税

￥22,000 +税

￥20,000 +税
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〈TV使用商品〉

RE-3832-OLC

RE-4091-BK

BR-5211-KA

ディマンシェ

エスプリ

パグナイロン

『おかしな刑事17』

REGALO
news

2017〜18年冬
放送予定

TV

information

テレビ朝日系列
29/44(31)/14

18/23/14

22/31/6

￥12,800 +税

￥24,000 +税

￥12,000 +税

〈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

今からあなたを脅迫します

日本テレビ系列

毎週（日）22：30〜

ディーン・フジオカ、武井咲、藤石波矢、三宅弘城、
島崎遥香、鈴木伸之、近藤正臣、片岡礼子、小木茂光 他

anone（アノネ）

日本テレビ系列

2018年1月
毎週（水）22：00〜

広瀬すず、田中裕子、阿部サダヲ、
小林聡美、瑛太、火野正平 他

科捜研の女

テレビ朝日系列

毎週（木）20:00〜

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

おかしな刑事17

テレビ朝日系列

2017〜18年冬
放送予定

陸王

TBS系列

毎週（日）21：00〜

役所広司、山﨑賢人、竹内涼真、寺尾聰、池井戸潤 他

99.9-刑事専門弁護士〜SEASON II

TBS系列

2018年1月14日
（日）21：00〜

松本潤、香川照之、木村文乃、谷村美月 他

監獄のお姫さま

TBS系列

毎週（火）22：00〜

小泉今日子、満島ひかり、菅野美穂、夏帆、
坂井真紀、森下愛子 他

都庁爆破！

TBS系列

2018年1月2日
(火）21:00〜

長谷川博己、吉川晃司、
リリー・フランキー、
優香、寺島しのぶ、渡部篤郎 他

きみが心に棲みついた

TBS系列

2018年1月16日
(火)22：00〜

吉岡里帆、桐谷健太、向井理、石橋杏奈、
ムロツヨシ、鈴木紗理奈、瀬戸朝香 他

コウノドリ

TBS系列

毎週（金）22：00〜

綾野剛、松岡茉優、吉田羊、坂口健太郎、志田未来、江口のり子、
清野菜名、平山祐介、豊本明長（東京03）、浅野和之 他

特命刑事 カクホの女

テレビ東京系列

2018年1月19日
(金）20:00〜

名取裕子、麻生祐未

明日の約束

フジテレビ系列

毎週（火）21:00〜

井上真央、仲間由紀恵、佐久間由衣、及川光博、工藤阿須加、
手塚理美、白洲迅、新川優愛、吉澤梨里花 他

刑事ゆがみ

フジテレビ系列

毎週（木）22：00〜

浅野忠信、神木隆之介、山本美月、
稲森いづみ、仁科貴、橋爪淳 他

山村美紗サスペンス赤い霊柩車

フジテレビ系列

2017〜18年冬
放送予定

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〜

はぐれ署長の殺人急行

BS・TBS

2018年1月放送予定

伊東四朗、羽田美智子、石井正則

他

他

他

片平なぎさ、神田正輝、若林豪、大村崑、
山村紅葉 他
高島礼子
高島礼子、恵俊彰、平山あや

他

【shop REGALO 原宿】
tel. 03-5770-5253 / e-mail. talk@regalo-bag.co.jp

