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Program Line-up 

2014 年 3 月 24 日 

ジュピターエンタテインメント㈱ 

 
女性チャンネル♪LaLa TV  

2014 年 5 月のおすすめ番組 
 

「デスパレートな妻たち」 
シーズン7  
 

ウィステリア通りに住む主婦たちの“崖っぷち”な

日々を描く驚異のメガヒットシリーズ！ 

今シーズンも秘密がいっぱい！ 

 

 

「あなただけ見えない」 
 
小泉今日子×三上博史主演、 

スピーディーな展開のジェットコースタードラマ！ 

 

 

 

 

「赤毛のアン」 
シリーズ一挙放送 
 

世界中の人々に愛されたルーシー・モード・ 

モンゴメリ不朽の名作。シリーズ全作を一挙放送！ 

 

 

 

 

「風の絵師」 
 

ムン・グニョン、パク･シニャン主演！ 

18世紀に実在した2人の天才絵師と現存する彼らの

名画をベースに、大胆な着想を交えて紡ぎ出した  

新しい歴史ドラマ。 

 

 

 

 

 

©SBS Productions Inc. 

©ABC Studios

©アベクカンパニー 

「赤毛のアン」 © 2010Sullivan Entertainment Inc.  
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「デスパレートな妻たち」シーズン 7  
アメリカ/2010 年/全 23 話/60 分/二ヶ国語/HD 作品/CS 初放送 

放送日時：  5/2（金）20：00～ほか   

出演：テリー・ハッチャー（スーザン）、マーシア・クロス（ブリー）、フェリシティ・ハフマン（リネット）、 

 エヴァ・ロンゴリア（ガブリエル）、ヴァネッサ・ウィリアムズ（レネ）ほか 

写真クレジット： ©ABC Studios  

 

ウィステリア通りの“崖っぷち”妻たちの日常に潜む秘密やミス

テリーをコミカルに描き出す、驚異のメガヒットサスペンス！  

今シーズンも次から次に訪れる驚きの展開に目が離せない！ 

 

今シーズンから新たに登場するのは、ヴァネッサ・ウィリアムズ

演じるセレブ妻レネ。レネは大リーガーの夫の浮気により、NYを

離れ、旧友リネットのもとへやってくる。5人の子育てに奮闘する

リネットは、いつしかトムとすれ違うように。家計が苦しくなった 

スーザンは家を貸し出すことになるが、新たな借り手となったの

は、服役中のはずのポール・ヤングだった。ブリーは内装業者

の若いイケメン、キースに心を奪われる。ガブリエルと夫カルロ

スには、娘ホワニータの取り違え事件が発覚する・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あなただけ見えない」 
日本/1992 年/全 11 話/60 分  

放送日時： 5/5（月）スタート 毎週（月）-（水）23：00～24：00 ほか  

出演： 小泉今日子（川島恵）、三上博史（青田和馬）、本木雅弘（山根光彦）、相楽晴子（間宮茜）、 

 かとうれいこ（中川姫子）、新藤恵美、高木美保ほか 

写真クレジット： ©アベクカンパニー  

 

小泉今日子×三上博史主演、スピーディーな展開のジェットコースタードラマ！ラブストーリーとトレンディドラ

マを放送してきた月9枠としては異例のサイコサスペンスドラマだったが、三上博史が、女性を含む3人の人格

をもつ解離性同一性障害者を見事に演じ、高視聴率を獲得した作品。 

ある日、喫茶店で恋人の光彦を待っていた恵は、見知らぬロシア人

の男に姉の舞子と間違えられた。男は、舞子が資産家間宮の子で

遺産相続の権利があると告げ、間宮の古い日記を入れたコインロッ

カーのキーを渡す。日記を読んだ恵は、舞子に黙って間宮の妻秀美

に会い、5000万円の小切手を受け取った。時を同じくして舞子が失

踪し、横領の容疑をかけられてしまう・・・。 
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「赤毛のアン」シリーズ一挙放送 
世界中の人々に愛されたルーシー・モード・モンゴメリ不朽の名作「赤毛のアン」。デジタルリマスター化された

ミーガン･フォローズ主演の旧 3 部作と、2008 年の新作を一挙放送！ 

 

孤児院で育った赤毛でそばかすの少女アンは、カスバート家の養子となるため、プリンス・エドワード島へやって

くる。男の子を受け入れるつもりだったカスバート家のマシューとマリラ兄妹だったが、繊細な心をもつアンを  

帰すわけにはいかず、一緒にグリーンゲーブルスの家で暮らすことにする。読書好きで想像力豊かなアンは、 

美しい自然にすっかり魅了され、少しずつ大人の女性へと成長していく。 

 

「赤毛のアン」前編、後編 
カナダ/1985 年/全 2 話/各 120 分/字幕/HD デジタルリマスター完全版  

放送日時：  5/11（日）12：00～16：00 

出演：ミーガン・フォローズ、コリーン・デューハースト、リチャード・ファーンズワースほか 

写真クレジット： © 2010Sullivan Entertainment Inc. 

 

幼い頃に両親を亡くし孤児院で育ったアンは、ハモンド家に引き取られるが、

主人の死を機に再び孤児院に戻される。その後、新たな受け入れ先が決ま

り、プリンスエドワード島へやってきたが、受け入れ先のカスバート兄妹は、

体力のある男の子を養子にと望んでいた。その事実を知ったアンは深く傷つ

くが、アンの様子を見たカスバート兄妹は、悩んだ末にアンを養子として受け

入れることにする。カスバート家の寡黙な兄マシューと、厳格な妹マリラに 

見守られ、アンの人生は少しずつ輝いていく。 
 

「続・赤毛のアン アンの青春」前編、後編 
カナダ/1987 年/全 2 話/各 135 分/字幕/HD デジタルリマスター完全版  

放送日時：  5/11（日）16：00～20：30 

出演：ミーガン・フォローズ、ジョナサン・クロンビーほか 

写真クレジット： © 2010Sullivan Entertainment Inc. 

 

アボンリーで教師となったアンは、作家としても一歩踏み出す。だが、周りは

結婚の話ばかりで、親友のダイアナも婚約してしまう。取り残され寂しさを 

感じていたが、そんな中キングスポートの名門女子高への赴任が決まる。 

そして、新しい恋を経験するものの、一度は求婚を断ったギルバートへの 

気持ちに気づき始める。 

 

 

「赤毛のアン アンの結婚」前編、後編 
カナダ/2000 年/全 2 話/各 105 分/字幕/HD デジタルリマスター完全版  

放送日時：  5/18（日）12：00～15：30 

出演：ミーガン・フォローズ、ジョナサン・クロンビーほか 

写真クレジット： © 2010Sullivan Entertainment Inc.   

 

自分たちの可能性を試すため、ニューヨークへ旅立ったアンとギルバート 

だったが、大都市で打ちのめされ故郷のプリンス･エドワード島へ戻る。   

しかしそこでは、戦争が現実のものとなっていた。出兵したギルバートが  

行方不明になり、アンは彼を捜しに戦地へ向かうが、そこでドミニクを養子と

して受け入れることになる。ギルバートの足取りがつかめないまま向かった

ロンドンで、アンは新聞社で働くよう勧められる。 
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「赤毛のアン 新たな始まり」前編、後編 
カナダ/2008 年/165 分/字幕/HD  

放送日時：  5/18（日）15：30～18：15 

出演： シャーリー・マクレーン（アメリア・トーマス）、バーバラ・ハーシー（大人時代のアン）、 

 ハンナ・エディコット・ダグラス（少女時代のアン）、レイチェル・ブランチャード（ルイーザ）ほか 

写真クレジット： © 2010Sullivan Entertainment Inc. 

 

作家として成功したアンは、グリーン･ゲイブルスを久しぶりに訪れ、マリラ

の部屋で隠されていた手紙の束を偶然見つける。それは、生き別れになっ

ていたアンの父からの手紙だった。手紙を読みながら、彼女はアボンリー

に来る前の自分を思い返す。不幸な事故で母を失い、父からも見放され、

あげくの果てに救貧院へ送られた悲しい少女時代…。そしてアンは、40年

以上の時を経て、父の手紙に返事を出そうとするのだった。 

 

「アボンリーへの道」シーズン 6、7 
カナダ/S6 1995 年、S7 1996 年/各全 13 話/60 分/二ヶ国語/HD デジタルリマスター版/CS 初放送  

放送日時：  S6 5/1（木）スタート S7 5/21（木）スタート 毎週（月）-（金）10：30～11：30 ほか 

出演：セーラ・ポリー（セーラ・スタンリー）、ジャッキー・バローズ（ヘティ・キング）、 

 マグ・ラフマン（オリビア・キング）ほか 

写真クレジット： ©2011 Sullivan Entertainment Inc. All Rights Reserved  

 

「赤毛のアン」の作者、ルーシー・モード・モンゴメリ原作、アボンリーの美し

い自然を背景に、人々の愛、感動、喜びを描いた名作。モントリオールで

裕福な生活を送っていたセーラがやってきたプリンス・エドワード島を舞台

に、そこに住む様々な人々との暮らしを通して、自然の豊かさや町の人々

の喜怒哀楽を綴った、心温まるエピソードをお届けする。 

 

 

「風の絵師」 
韓国/2008 年/全 20 話/75or90 分/HD 作品 

放送日時：  5/30（金）スタート 毎週（月）-（金）8：30～  

出演： ムン・グニョン（シン・ユンボク）、パク・シニャン（キム・ホンド）、ムン・チェウォン、ペ・スビンほか 

写真クレジット： ©SBS Productions Inc. 

 

ムン・グニョン、パク･シニャン主演！18世紀に実在した2人の天才絵師と現存する彼らの名画をベースに、 

大胆な着想を交えて紡ぎ出した新しい歴史ドラマ。 

時は1776年。密命により王の肖像画を描いていた元老画員の謎の死

を契機に、その事件を調査していた画員らの殺人事件が次々に勃発

する。それから10年後。中堅画員であるキム・ホンドと、新入りのシン・

ユンボクの才能に理解を示す王に対し、2人は国民の生活窮状を訴え

るが、それを忌み嫌う巨下らが2人を亡き者にしようと企て、結局2人は

宮廷から追放されてしまう。しかし王は、同時に10年前に描かれた 

王の肖像画を探し出すよう、2人に密命を出す。果たして2人は謀略と

危険をくぐり抜け、肖像画を見つけ出し、関係者の死にまつわる秘密

も明らかにすることが出来るのか！？徐々に親密さを増していく2人 

だったが、実はユンボクは、父の死の真相を解明するために女人禁制

の図画署に入るため男装していた女性だった…。いつしか2人は子弟

関係を超えた愛を育んでいくのだか―。 
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「きみに微笑む雨」 
韓国・中国/2009 年/101 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 5/2（金）23：00～25：00 ほか  

出演： チョン・ウソン（「私の頭の中の消しゴム」「デイジー」）、カオ・ユアンユアン（「スパイシー・ラブスープ」）

 ほか 

写真クレジット： © 2009 PANACINEMA Corp. Zonbo Media All Rights   

 

「私の頭の中の消しゴム」のチョン･ウソン主演、  

四川大地震から1年後の成都を舞台に名匠ホ・ジノ

監督が贈る、ロマンティックなラブストーリー。 

 

出張で四川省・成都に来た建設会社勤務のドンハ

（チョン･ウソン）は、ふと立ち寄った杜甫草堂で、 

観光ガイドとして働いているアメリカ留学時代の  

友人メイ（カオ・ユアンユアン）と再会する。お互いに

恋心を抱きつつ、告白できずに帰国し連絡が途絶

えていたふたり。そんなふたりはすぐに当時の淡い

感情を取り戻し、まるで初恋のようにのめり込んで

いく。しかし、メイの表情にはドンハが近づけない影

があった―。年月を越えて再会した2人の愛の  

行方は？  

 

 

「人生のストライク・ボール！」 
韓国/2010 年/117 分/字幕/HD 作品/日本初放送 

放送日時：  5/23（金）23：00～25：15 ほか  

出演： キム・ジュヒョク（｢敵との初恋｣｢プラハの恋人｣｢妻が結婚した｣）、 

 キム・ソナ（｢私の名前はキム・サンスン｣｢アイドゥ・アイドゥ～素敵な靴は恋のはじまり｣）、 

 パク・チョルミン（｢ベートーベン・ウィルス｣｢パートナー｣）ほか 

写真クレジット： © 2011CINE2000 

 

ラブ・コメディの女王キム・ソナ＆実力派俳優キム・ 

ジュヒョク共演！かつてはスター選手だった夫…  

今はグラウンドの窓際投手。これ以上放っておけな

い！妻からの愛する最終警告！笑って泣けるヒュー

マンドラマ。 

 

通算149勝、最高球速161km、3年連続でMVPに   

輝いた韓国野球界の看板スター、ユン・ドフン。    

しかし、現実は、傲慢で傍若無人、365日新聞の1面を

飾るような事件事故が後を絶たないため、2軍投手に

転落。家も追い出され、後輩の家で世話になる羽目

に。忍耐ひとつでユン・ドフンを引き受けてきた妻の 

ユランは、これ以上彼のどん底人生を見ていられず、 

隠しておいた秘蔵の切り札を取り出し最後の警告を

するが… 
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「SBS 人気歌謡」 
韓国/2014 年/90 分/字幕/HD 作品  

放送日時： 毎週（水）21：30～ほか 

MC： ファン・グァンヒ（ＺＥ：Ａ）、イ･ユビ、スホ（EXO）、ベクヒョン（EXO） 

写真クレジット： ©SBS 

 

韓国SBSで放送されている人気音楽番組の

最新エピソードを、女性チャンネル♪LaLa TV

が日本独占放送！韓国の放送から2週間後

の採れたて情報を、字幕付きでお届け！  

今最も旬なアーティストの華麗なステージが

次々と登場する！ 

MC を 務 め る の は 、 人 気 K-POP グ ル ー プ   

ＺＥ：Ａのファン・グァンヒ、女優イ･ユビ（「九家

の書」「優しい男」）、そして、世界中から注目

される韓国の12人組男性グループEXOの  

スホとベクヒョン。 

 

※出演アーティストは現時点では未定 

 

 

「ヒーリングキャンプ」 
韓国/2013～2014 年/90 分/字幕/HD 作品  

放送日時： 毎週（木）21：30～ほか   

MC： イ・ギョンギュ、キム・ジェドン、ソン・ユリ 

写真クレジット： ©SBS 

 

韓国有名人＆芸能人の素顔に迫っていく新感覚のトークバラエ 

ティの最新エピソードを、女性チャンネル♪LaLa TVが日本独占 

放送！緑に囲まれた中で、MCがゲストの心を癒しながら彼らの 

本音に迫っていく。毎回MCが様々な切り口でゲストの素顔に迫り、

ゲストの意外なエピソードから、家族や友人、恋愛の話、また辛い

過去に至るまで、赤裸々なトークが繰り広げられていく。 

 
5/1（木）･･･#126（2014/1/27韓国放送分） 
ゲスト：キム・ビョンマン（お笑い芸人） 「ジャングルの法則」で2013 SBS芸能大賞受賞 
 
5/8（木）･･･#127（2014/2/3韓国放送分） 
ゲスト：カン・シンジュ（大衆哲学者） 
 
5/15（木）･･･#76（2013/1/28韓国放送分） 
ゲスト：イ・ジュンギ（俳優）「アラン使道伝」 

※#76のみCSベーシック初放送となります 

 
5/22（木）･･･#130（2014/2/24韓国放送分） 
ゲスト：キム・ヒエ（女優）第1部「私の男の女」「花よりお姉さん」 
 
5/29（木）･･･#131（2014年3月3日韓国放送分） 
ゲスト：キム・ヒエ（女優）第2部、イ・ボヨン（女優）第1部「君の声が聞こえる」2013 SBS演技大賞受賞 
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女性チャンネル♪LaLa TV からのお知らせ 

女性チャンネル♪LaLa TVでは、海外ドラマ情報中心の公式Twitter（https://twitter.com/LaLa_TV_kaidra）、オリジナル番組など

の情報をお伝えする公式Twitter（https://twitter.com/LaLa_TV）、公式Facebook（http://www.facebook.com/lalatv.jp）で番組情報

などを配信中。また、YouTube公式 チャンネル（http://www.youtube.com/LaLaTVofficial）では番組収録後の出演者オフトーク

などのYouTube限定動画など配信中！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

女性チャンネル♪LaLa TV（ジュピターエンタテインメント株式会社、東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：宮田昌紀）は、

選りすぐりの海外ドラマ、韓国ドラマ、バラエティ番組などを放送する女性向けエンターテインメントチャンネルです。J:COM  

など全国のケーブルテレビや、スカパー！、IP 放送を通じ、約 670 万世帯のお客様にご覧いただいています。  

URL： http://www.lala.tv 

【一般の方のお問い合わせ先】 

女性チャンネル♪LaLa TV カスタマーセンター（全日 10：00～18：00） TEL：0120-977-888   

【報道関係者のお問い合わせ先】 

㈱プラットイーズ TEL：050-7535-0315  FAX：03-3443-9401 メールアドレス： prosu_jcomch@plat-ease.co.jp 

 

本件に関するお問い合わせ先 


