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「シンイ-信義-」 
 

アジアのトップスター、イ・ミンホ主演！ 

時空を超えて出会った2人の、国をも動かす

波 乱 の 運 命 と 愛 を 描 い た フ ァ ン タ ジ ー ・   

ロマンス史劇超大作！ 

©The Great Doctor LLC and Master Works Ltd. Licensed by TOUCHSKY Ltd.

 

 

 

 

「花嫁衣裳は誰が着る」 
 
堀ちえみ主演、デザイナーを夢見る少女の 

苦難と愛を描く、大映ドラマの人気作品！ 

 

 

 

 

「僕の妻はスーパーウーマン」 
©大映テレビ 

 

キム・ナムジュ、オ・ジホ、ユン・サンヒョン共演、 

ダメ夫を成功へと導く妻の奮闘を描いたコメディドラマ。 

 

 

 

 

 
© 2009 MBC 

「美男料理 台湾特別編」 

© 女性チャンネル♪LaLa TV 

 

同世代のイケメン2人よる新感覚料理番組！ 

俳優城田優、料理研究家寺田真二郎が 

スタジオを飛び出して、グルメな台湾の魅力を 

お届けするスペシャル版！ 
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「シンイ-信義-」 
韓国/2012 年/全 33 話/60 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時：  6/16（月） 毎週（月）（火）21：30～ほか   

出演：イ・ミンホ（チェ・ヨン）、キム・ヒソン（ユ・ウンス）、リュ・ドックァン（恭愍王）、イ・フィリップ、ユ・オソンほか 

写真クレジット： ©The Great Doctor LLC and Master Works Ltd. Licensed by TOUCHSKY Ltd.  

 

アジアのトップスター、イ・ミンホ主演！時空を超えて出会った2人の、国をも動かす波乱の運命と愛を描いた

ファンタジー・ロマンス史劇超大作！イ・ミンホが挑んだ初の時代劇でその魅力をあますとこなく発揮！ 

 

西暦 1351 年、高麗時代。新しく即位した若き王、恭愍王一行は、チェ・ヨン率いる近衛隊に護衛され元から  

帰国する途中刺客に襲われ、王妃が負傷する。あらゆる病を治す伝説の“神医（シンイ）”でなければ命は  

救えないと言うチャン侍医の判断を聞き、チェ・ヨンは神医を求めて天界へ繋がる“天の穴”に入り込む。   

ヨンが辿り着いたのは、2012 年のソウル…。そこで、ひょんなことから整形外科医のユ・ウンスに出会う。   

彼女を神医と勘違いしたヨンは、高麗へと強引に連れて行く。訳もわからぬまま王妃の手術をしたウンスは、

どうにか元の世界へと帰ろうとするが、王命により引き留められ、天の穴も塞がってしまう。さらに、ウンスが 

握った剣によりヨンが瀕死の重傷を負い…。 

 

イ・ミンホ演じる信義に厚い忠臣チェ・ヨンと、キム・ 

ヒソン演じる神の手を持つ医師ユ・ウンス。時空を  

超越し出会った2人は、生きる時代や身分の差、 

高麗と元との一触即発な状況、そして各々の抱え

る過去の傷など、多くの困難を経験しながらも互い

に惹かれ、想いあっていく・・・2人が繰り広げる切な

く愛しい恋の行方から目が離せない！ 
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「花嫁衣裳は誰が着る」 
日本/1986 年/全 24 話/60 分  

放送日時： 6/16（月）スタート 毎週（月-木）23：00～ ほか  

出演： 堀ちえみ（雪村千代）、松村雄基（上月光）、伊藤かずえ（相良みさ子）、 

 岡野進一郎（酒田佑介）、岡田奈々（ユリ麻見）、名古屋章、高橋昌也、梶芽衣子、 

 原知佐子、初井言榮、長山洋子、松居直美、黒田アーサーほか 

主題歌：愛は眠らない-Have you never been mellow 歌：椎名恵 

写真クレジット： ©大映テレビ 

 

堀ちえみ主演、デザイナーを夢見る少女の苦難と愛を描く、大映ドラマの人気作品！ 

 

父の名を知らず3歳の時に母と死別した少女・雪村千代は、 

佐渡でも有数のホテルを経営する叔父の相良夫婦に引き取

られて育った。相良の娘・みさ子が7歳の時、崖から転落し足

が不自由になる不幸な出来事があった。その原因が千代だと 

され、その日からホテルの辛い下働きと、みさ子のイジメに 

耐える生活が始まった。そんな千代には、東京に出て働き  

ながら洋裁を学びウエディングドレスのデザイナーになると 

いう夢があった。そしていつか自分が縫ったドレスを着て愛す

る人の花嫁になるのを夢見ていた。このドラマは、デザイナー

を目指す少女が数々の苦難を乗り越えて成功し幸せを掴む 

までを描く。 

 

「僕の妻はスーパーウーマン」 
韓国/2009 年/全 20 話/90 分/HD 作品 

放送日時：  6/2（月）スタート 毎週（月）-（木）20：00～ ほか 

出演： キム・ナムジュ（チョン・ジエ）、オ・ジホ（オン・ダルス）、ユン・サンヒョン（ホ・テジュン）、 

 イ・ヘヨン（ヤン・ボンスン）、チェ・チョロ（ハン・ジュニョク）、ソン・ウソン（ウン・ソヒョン）ほか 

写真クレジット： © 2009 MBC 

 

学生の頃クラスでも一目置かれるカリスマとして君臨していたチョン・ジエは、高学歴で心優しいオン・ダルスと

結婚し、幸せを手にしたはずだった…。しかしいざ結婚生活を始めてみると、夫は無能力で気が弱いがプライ

ドだけは高く、気が付けば1年も無職生活を続けるダメ亭主だったことが発覚！そんな夫を成功へと導くべく、

妻の奮闘を描いたコメディドラマ。 

 

美人なジエは、学生時代みんなの憧れの的だったが、一方で  

高飛車な性格から、地味でおとなしい幼馴染ヤン・ボンスンをパシ

リに使い女王様のような日々を送っていた。ある日合コンで出会っ

たハン・ジュニョクがボンスンを選んだことが気に入らなかった  

ジエは、ジュニョクを無理やり自分の方に向けさせる。ボンスンは

自分をバカにするジエの態度を憎たらしく思っていた・・・。 

やがて時が経ち、ジエはダメ夫のダルスがクイーンズフーズの 

就職面接を受けると聞き、何としても夫を採用してもらうべくあらゆ

る手段を尽くそうとする。採用のカギを握る企画部長の夫人を  

訪れたジエの前に現れたのは、美しく変わったボンスンだった！ 

しかも夫はハン・ジュニョクだという。学生時代の2人の立場は  

逆転、ジエはボンスンに気に入られる為、仕方なくボンスンの  

嫌味な命令に従う。 
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「美男料理 台湾特別編」 
30 分/ＨＤ作品  

放送日時： 前編 6/3(火)15：00～ほか 後編 6/17(火)15：00～ほか 完全版 6/22（日）9:30～ほか 

出演： 城田優、寺田真二郎 

写真クレジット： ©女性チャンネル♪LaLa TV 

 

俳優城田優、料理研究家寺田真二郎、同世代のイケメン2人 

よる新感覚料理番組！ 

今回は城田・寺田がスタジオを飛び出して台湾からお届けする

スペシャル版！台湾の観光スポットを散策したり、夜市でおいし

いものを食べ歩いたり、そして台湾の市場で新鮮な食材を調達

してお料理したり・・・グルメな台湾の魅力をたっぷりご紹介！ 

 

※台湾特別編の写真は近日中に差替え画像を配信します。 
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「ハウスメイド」 
韓国/2010 年/107 分/字幕/HD 作品/ R15+指定 

放送日時： 6/6（金）23：00～ほか  

出演： チョン・ドヨン（「シークレット・サンシャイン」）、イ・ジョンジェ（「イルマーレ」「トリプル」）、 

 ソウ（「タムナ ～Love the Island」）、ユン・ヨジョン（「棚ぼたのあなた」）ほか 

写真クレジット： ©2010 MIROVISION Inc. All Rights Reserved  

 

従順だったメイドの、恐ろしい復讐が始まる―。   

観る者すべてが言葉を失う、驚愕の結末！ 

 

上流一家に仕えるためにやってきた無口で従順な  

メイド、ウニ。危うい魅力を持つウニが、一家の主から

求められるままに関係を持って以来、次々と不可解な

出来事が起こり始める。やがて、一家とメイドたちが

それぞれの人生を賭けた駆け引きの果てに迎えた、

神や運命さえも予測できなかった衝撃的すぎる結末

とは─？ 
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「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 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。 

6月は、BIGBANGや少女時代が登場！ 

 

6/5（木）#132（2014/3/10韓国放送分） 

イ・ボヨン 第2部(女優) 

（「君の声が聞こえる」「いとしのソヨン」） 

 

6/12（木）#31（2012/2/20韓国放送分） 

BIGBANG（アーティスト）  

※CSベーシック初放送 

 

6/19（木）#133（2014/3/17韓国放送分） 

少女時代（アーティスト） 

※メンバー全員（9人）出演！ 

 

6/26（木）#134（2014/3/31韓国放送分） 

オ･ヒョンギョン（女優） 

（「ワン家の家族たち」「大風水」） 

 

※都合により放送内容が変更になる場合がございます。 

 

 

「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 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 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 ※都合により放送内容が変更になる場合がございます。 
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女が時に見せる、妖しくて危険な顔・・・。 

そんな過激な女たちが登場する 7 作品を 2014 年 6～8 月の 3 ヶ月間に渡って続々放送いたします。 

 

【6 月】 

「花嫁衣裳は誰が着る」《ドラマ 11 》/1 日まるごと全話放送「もう誰も愛さない」/ 

映画「ハウスメイド」《シネマ elle 》 

【7 月】 

「ヤヌスの鏡」《ドラマ 11》/1 日まるごと全話放送「あなただけ見えない」/ 

映画「理想の女（ひと）」《シネマ elle 》 

【8 月】 

  「タイトル未定」 Coming Soon！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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「美男料理<イケメンCooking>」クイ

ックレシピなどの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 

本件に関するお問い合わせ先 
【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 

 

http://www.lala.tv/
https://twitter.com/#!/LaLa_TV_kaidra
https://twitter.com/#!/LaLa_TV
http://www.facebook.com/lalatv.jp
http://www.youtube.com/LaLaTVofficial

