
REGALO NEWS
REGALO NEWS 2014年6月号 / vol.46

TAKE FREE!! 462014.05.25 issue
vol.

01

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

1. 一日中、雨音で過ごす。もちろんテレビはつけない。
　 本とコーヒーを用意する。たぶん、寝てしまう。

2. 本格的に家にある革靴を全部磨く。少し高いクリームを用意する。
　 たぶん、疲れて寝てしまう。

3. 糊の効いたパリパリのシーツに取り換える。
　 ためしにその感触を確かめてみる。たぶん、寝てしまう。

4. 傘をささずに、レインウェア－だけで出かけてみる。
　 微妙に髪を乾かすことになり、たぶん、寝てしまう。

5. 次に買うバッグのことをあれこれ考える。
　 こればっかりは、寝ないで考える。

あなたの雨の日にしたい5つのコトは、何ですか？
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〈雑誌掲載商品〉

RE-3581-BK

オプティカル スタッズ

21/26/16

￥21,000 +税

0ggi 8月号

6/28発売

『白ゆるトップ』

〈雑誌掲載商品〉

MD-8540-CMR

エルソール feat ヴィブラム コーデュラ

33/43/16

￥19,000 +税

RE-3661-LPI

フレーム

20/26/16

￥30,000 +税

RE-3661-BKA

フレーム

20/26/16

￥30,000 +税

BR-4990-WH

ゴールドリング

26/32/14

￥21,000 +税

BR-4962-GYA

ゴールドクリップ

29/37

￥12,000 +税

OH-4243-KAA

ゴールドIVYテープキャンバス

27/36/18

￥11,400 +税

Emerson

6/5発売

『Clip』

〈今月のおすすめ〉

BR-4990-WH

ゴールドリング
トート

26/32/14
¥21,000 +税

MD-8540-CMR

エルソール feat ヴィブラム コーデュラ
トート横
33/43/16

¥19,000 +税

店　長
おすすめ

スタイリスト
大人気！！



RE-3371-WHA

ユーティリティ ジップ

29/28/15

￥21,400 +税
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〈TV使用商品〉

RE-3371-WHA

ユーティリティ ジップ

29/28/15

￥21,400 +税

REE-1120-OR

セ・ラヴィ パテントレザー

9.5/19

￥16,000 +税

OH-4242-BE

ゴールドIVYテープキャンバス

29/45/18

￥15,300 +税

BR-4800-BK

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

RE-3053-BEA

セ・ラヴィ

21/31/10

￥22,000 +税

BR-4600-BK

ジェントルクロコ

34/31/15

￥20,000 +税

『ホワイト・ラボ
～警視庁特別科学捜査班～』

毎週（月）20:00～

TBS系列

REE-1161-PU

フレンチキュイール

9.6/19.6

￥16,000 +税

BR-4631-IV

リネンキャンバス

22.5/31/11

￥18,000 +税

BR-4730-WH

カラフルレザー

28/35/15

￥22,800 +税

『アリスの棘』

毎週（金） 22:00～

TBS系列

BR-4730-OR

カラフルレザー

28/35/15

￥22,800 +税

RE-3550-BK

ノーティカル

30/29/18

￥21,000 +税

『リアル脱出ゲームTV』

毎週（木） 23：53～

TBS系列

RE-3680-LBE

フリンジ タッセル

31/38/13

￥25,800 +税

『にっぽん！ いい旅』

５月２１日（水）
20:00～

テレビ東京系列

内田康夫サスペンス
『福原警部』

６月５日(木) 

テレビ朝日系列

日曜劇場
『ルーズヴェルト・ゲーム』

毎週（日）21:00～

TBS系列

『TEAM～
警視庁特別犯罪捜査本部』

毎週（水）21:00～

テレビ朝日系列
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〈TV使用商品〉

BR-5081-GY

ファニータッセル

25/23/17

￥22,000 +税

MD-8066-CA

ハルパー

25/36/12

￥35,000 +税

MD-8642-CA

リフ

26/34/12

￥27,500 +税

OH-7040-BR

ソフトゴード

33/47/12

￥23,800 +税

BR-4960-GYA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

MD-8180-BR

ビズ

30/42/6

￥26,000 +税

『ST 警察庁科学捜査版(仮)』

7月（水）22:00～
スタート

日本テレビ系列

RE-3580-BKA

オプティカル スタッズ

28/31/14

￥20,000 +税

RE-3590-YE

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥22,000 +税

BR-4591-BKA

クリーミー

23/32/10

￥24,000 +税

BR-4960-BKA

ゴールドクリップ

30/31/14

￥22,800 +税

MD-8231-GY

ギミック

28/28/16

￥30,000 +税

BR-4030-IV

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

RE-3590-LBL

ソフトアニリンレザー

29/46/13

￥22,000 +税

RE-3451-GY

フレンチヌバック

18/32/3

￥19,000 +税

RE-3202-LGA

サンジェルマン デプレ

25/35/13

￥33,000 +税

金曜ロードショー特別ドラマ
『磁石男』

6月13日(金)
21:00～

日本テレビ系列

『死の発送』

５月３０日（金）
21:00～23:12

フジテレビ系列

『家族狩り』

7月4日(金)
22:00～スタート

TBS系列
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〈TV使用商品〉

RE-3441-BEB

リヴゴーシュ

30/29/18

￥25,000 +税

OH-4210-BE

ゴールドIVYテープ

29/45/18

￥18,000 +税

RE-3100-LPI

オーシャンフラワー

29/45/15

￥16,000 +税

BR-4492-BO

ゴールドメタル

16/29/6

￥18,000 +税

RE-3251-BO

セ・ラヴィ パテントレザー

23/30/14

￥26,800 +税

RE-1257-GO

ヴィンテージレザー

40/62/13

￥40,000 +税

MD-8410-NV

ニーム

40/50/16

￥19,000 +税

MD-8290-DBR

カチナ

32/42/16

￥40,000 +税

RE-3490-GY

クリアドット

30/30/18

￥25,000 +税

BR-4982-GY

ファニージップ

17/27/7

￥16,000 +税

BR-4731-BL

カラフルレザー

17/23/10

￥15,000 +税

BR-4800-BK

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

『金田一少年の事件簿
N(neo)』

7月（土）スタート

日本テレビ系列

OH-3856-BE

メープル

17.5/28/10

￥15,000 +税

プレミアムよるドラマ
『おわこんTV(てれび)』

7月1日(火)
23:15～スタート
（全8回）

NHK

RE-2900-CA

ヴィンテージ フラックル レザー

30/41/6

￥15,000 +税

MD-8280-BE

オルタナ Ⅱ

40/50/16

￥12,800 +税

『変身』

7月放送予定

WOWOWプライム

RE-2993-LGN

ターンロック

21/30/14

￥20,000 +税

『LINK』

5月12日（月）～16日（金）
13:00～

WOWOWプライム
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〈TV使用商品〉

MD-8064-BK

ハルパー

17/15/4

￥10,000 +税

OH-4243-BEB

ゴールドIVYテープキャンバス

27/36/18

￥11,400 +税

『55歳からのハローライフ』

6月14日(土)
21:00～スタート
（全5回）

NHK
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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

ホワイト・ラボ～警視庁特別科学捜査班～ TBS系列 北村一輝、宮迫博之、谷原章介、和久井映見　他毎週（月）20:00～

日曜劇場『ルーズヴェルト・ゲーム』 TBS系列 唐沢寿明、檀れい、石丸幹二、六角精児、峰竜太、江口洋介　他毎週（日）21:00～

TEAM～警視庁特別犯罪捜査本部 テレビ朝日系列 西田敏行、田辺誠一、瀬戸朝香、渡部篤郎、浅見れいな　他毎週（水）22:00～

金曜ロードショー特別ドラマ『磁石男』 日本テレビ系列 向井理、相武紗季、要潤、能世あんな、朝倉えりか　他

毎週（木）23:53～リアル脱出ゲームTV TBS系列 バカリズム、津田寛治、木南晴夏、吉田桂子、片瀬那奈 他

内田康夫サスペンス・福原警部 テレビ朝日系列 石塚英彦、藤谷美紀、国分佐智子、比留間由哲　他6月5日（木）

死の発送 フジテレビ系列 向井理、比嘉愛未、寺尾聰　他5月30日（金）
21：00～23：12

6月13日（金） 21:00～

55歳からのハローライフ NHK リリー・フランキー、風吹ジュン、原田美枝子、世良正則 、安藤サクラ　他6月14日（土）
21:00～スタート（全5回）

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

金田一少年の事件簿N(neo) 日本テレビ系列 山田涼介、川口春奈、山口智充、桐山連、千葉雄大　他

家族狩り TBS系列 松雪泰子、伊藤淳史、水野美紀、篠田麻里子、山口紗弥加、財前直見　他7月4日（金）
22:00～スタート

HERO フジテレビ系列 木村拓哉、大塚寧々、北川景子、杉本哲太、濱田岳　他7月（月）
2１:00～スタート

若者たち2014 フジテレビ系列 妻夫木聡、瑛太、満島ひかり、柄本佑、蒼井優、吉岡秀隆　他7月スタート

変身 WOWOWプライム 神木隆之介、二階堂ふみ、臼田あさ美、渡部豪太　他7月放送予定

ST 警察庁科学特捜班(仮題) 日本テレビ系列 藤原竜也、岡田将生、芦名星、志田未来、加藤夏希　他

7月1日（火）
23:15～スタート

7月（水） 
22:00～スタート

7月（土）スタート 

プレミアムよるドラマ『おわこんTV(てれび)』 NHK 千葉真一、小泉孝太郎、片瀬那奈、市川由衣、福田沙紀、いしだあゆみ　他

アリスの棘 TBS系列 上野樹里、中村蒼、オダギリジョー、栗山千明、山本未來　他毎週（金）22:00～

〈TV使用番組リスト〉 7月期ドラマ予定新


