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Program Line-up 

2014 年 5 月 21 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 7 月のおすすめ番組 
 

「蘭陵王」 
 

アジアが熱狂した超話題作！ 

あまりの美貌のため仮面をつけて戦ったという伝説

がある悲劇の王・蘭陵王と、天女の血を受け継ぐ 

ヒロイン・楊雪舞の切ない愛を描く超大型時代劇！   

 

 

 

「ヤヌスの鏡」 
 
杉浦幸、山下真司出演の大映ドラマ。 

純粋な少女に隠されたもうひとりの自分とは!? 

 

 

 

 

 

「お嬢さまをお願い！」 
 

ユン・ウネ×ユン・サンヒョン共演！ 

わがままな超セレブお嬢様、ワケありイケメン執事、 

そして財閥御曹司のイケメン弁護士が繰り広げる 

ラブコメディ！ 

 

 

 

 

「美男料理<イケメンCooking>」 
総集編 
 

2周年を迎える俳優城田優、料理研究家寺田真二郎出演

新感覚料理番組。今月は、2年間を振り返る総集編を  

お届け！ 

 

 

©2013 Polyface Entertainment Group All Rights Reserved., 
上海上影英皇文化発展有限公司,北京東王文化発展有限公司

©大映テレビ 

© KBS 

© 女性チャンネル♪LaLa TV 
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Program Line-up 

「蘭陵王」 
中国/2013 年/全 46 話/60 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時：7/1（火）スタート 毎週（月）-（金）8：30～/再 25：00～   

出演：ウィリアム・フォン（蘭陵王）、アリエル・リン（楊雪舞）、ダニエル・チャン（宇文邕）、 

 ジョージ・フー（安徳王）ほか 

プロデューサー：フランキー・チェン（「秋のコンチェルト」） 

キービジュアルディレクション：蜷川実花（「ヘルタースケルター」） 

音楽：Mayday 主題歌「出陣の歌／入陣曲」 

写真クレジット： ©2013 Polyface Entertainment Group All Rights Reserved.,上海上影英皇文化発展有限公

司,北京東王文化発展有限公司 

 

アジアが熱狂した超話題作！あまりの美貌のため、

仮面をつけて戦ったという伝説がある悲劇の王・  

蘭陵王と、天女の血を受け継ぐヒロイン・楊雪舞の 

切ない愛を描く美しすぎる超大型時代劇！  

 

西暦 600 年頃の中国南北朝時代。北朝では戦乱が

続いていた。その中で、北斉の皇族であり、美しさ 

故に戦いに赴く際には仮面をつけている不敗戦神・

蘭陵王がいた。蘭陵王は宿敵・北周との交戦中、  

ひょんなことで北斉と北周の国境線上の仙人の村に

迷い込んだ。その村の舞女で予知能力を持つ祖母に

育てられた楊雪舞と出会い、惹かれていくのだが…。 

 

2013年、中国・台湾で大ヒット！ドラマの枠を超えた美しすぎる超大型時代劇が、CS初放送で女性チャン 

ネル♪LaLa TVに登場！写真家の蜷川実花がキービジュアルディレクションを手がけ、台湾のヒットメイカー、

フランキー・チェンとのタッグによるハイクオリティな映像美が話題になった作品。主演の蘭陵王役には、  

中国大陸No.1美男子の呼び声高い「王の後宮」のウィリアム・フォン、対立する周の美しい皇子には「王子

様の条件」のダニエル・チャン、そして「ハヤテのごとく！」のジョージ・フーなど、美しすぎる男優たち。イケメ

ン2人から恋慕われるヒロイン役は、台湾版「イタズラなKiss」のアリエル・リン、と豪華キャストが勢ぞろい！

音楽はアジアを代表するロック･バンドMayday（五月天）が担当、物語を熱く盛り上げる！ 

 

＜蘭陵王とは＞ 中国南北朝時代(5～6 世紀)の北斎の王、高長恭のこと。高長恭はもっぱら蘭陵王として 

知られ、彼の戦勝を記念して作られた楽曲が日本にも伝わり、雅楽の曲目になった。またその他にも、その 

美しく勇猛な彼の物語を、三島由紀夫をはじめ多くの作家が描いている。 
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Program Line-up 

 

「ヤヌスの鏡」 
日本/1985 年/全 18 話/60 分  

放送日時： 7/28（月）スタート 毎週（月）-（木）23：00～ほか  

出演： 杉浦幸、山下真司、風見慎吾、河合その子、中条静夫、宮川一朗太、大沢逸美、大石悟郎、 

 賀来千香子、高橋悦史、初井言榮、前田吟、竹内力、長山洋子、石橋正次、吉行和子、蟹江敬三ほか 

主題歌：今夜はＡＮＧＥＬ/椎名恵 

写真クレジット： ©大映テレビ 

 

古代ローマの神ヤヌスは、物事の内と外を同時に見ることができたという。この物語は、ヤヌスにもうひとつ

の心を覗かれてしまった少女の壮大なロマンである。もし、あなたに、もうひとつ顔があったら･･･。 

純粋な少女に隠されたもうひとりの自分とは!? 

 

高校生の小沢裕美は、幼くして母を失い、母の弟の  

一樹の養女として祖母の初江の厳しい教育を受けて 

育てられた。裕美は普段真面目で大人しい優等生だっ

たが、ある日を境に凶悪な不良少女・大沼ユミへと変貌 

するようになり、夜の街で達郎や野獣会会長の涼子と

知り合うようになる。もう 1 人の自分に気がつかない  

裕美だったが、裕美の担任の堤だけはユミの正体に 

いち早く気づき、彼女を温かく見守るのだった。 

徐々に明かされる真実。ふたつの顔を持つ少女の運命

はどうなってしまうのか―？ 

 

「お嬢さまをお願い！」 
韓国/2009 年/全 16 話/75 分 or90 分/HD 作品 

放送日時： 7/7（月）スタート、毎週（月）-（木）20：00～ ほか 

出演： ユン・ウネ（カン・ヘナ）、ユン・サンヒョン（ソ・ドンチャン）、チョン・イル（イ・テユン）、 

 ムン・チェウォン（ヨ・ウィジュ）ほか 

写真クレジット： © KBS 

 

ユン・ウネ×ユン・サンヒョン、2大スターが共演するラブコメディ！ 

数々のゴシップで世間をにぎわせる大財閥の後継者カン･ヘナは、乱暴な運転をとがめられたことがきっかけ

で、借金を抱えたワケあり青年ソ･ドンチャンと出会う。ヘナは彼を恨み復讐しようとするが、ヘナのわがまま 

ぶりに手を焼いていたカン会長は、ドンチャンの人柄を見込んで彼をヘナの随行執事として雇う。 

初めは嫌々ながら行動を共にしていたヘナも、片思

いの相手イ･テユン弁護士との仲を後押ししてくれ、

数々のピンチを救ってくれるドンチャンを徐々に信頼

し始める。だが、彼には恋に不慣れなヘナを落として

金を巻き上げようという狙いがあった。ヘナとの距離

が近づくにつれ彼女に淡い恋心を抱くようになった  

ドンチャンは、罪悪感にさいなまれ突然執事を辞めて

しまう。ヘナは彼の不可解な行動にショックを受ける

が、追い打ちをかけるようにカン会長が病に倒れる。

そんな中、グループをわがものにしようと企む理事が

ヘナを追い落とそうと動いていた…。 
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「美男料理<イケメン Cooking>」 総集編 
30 分/ＨＤ作品  

放送日時： 7/1(火)15：00～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 

 

俳優城田優と料理研究家寺田真二郎が、女性に優しいレシ

ピを軽快トークとともに紹介する新感覚料理番組「美男料理

<イケメンCooking>」も、初回の放送から早2年。今月は、 

過去に放送できなかった蔵出し映像や、美男味見傑作選 

など、見どころ満載の総集編をお届け！城田、寺田がこの 

2年間の様々なシーンを懐かしく振り返る！ 

 

※「美男料理<イケメンCooking>」は、7月の放送で終了とな

り、番組内容をリニューアルします。2014年9月（予定）から、

城田優、寺田真二郎出演の新料理番組を放送いたします。 

 

「理想の女（ひと）」（「過激な女たち」特集） 
イギリス・スペイン・イタリア・アメリカ・ルクセンブルク映画/2009 年/93 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 7/18（金）23：00～ほか  

出演： スカーレット・ヨハンソン、ヘレン・ハント、トム・ウィルキンソンほか 

写真クレジット： ©MHFF2 LLP 2004  

 

スカーレット・ヨハンソン、ヘレン・ハントの豪華共演で、文豪オスカー・ワイルドの傑作を映画化。南イタリア

の高級避暑地を舞台に、ワイルドならではのユーモアと皮肉に満ちた人間描写が、時に心地よく時に辛辣

に繰り広げられる。 

1930年代の南イタリア、アマルフィ。ニューヨーク社交界の華、

ロバートとメグ・ウィンダミア夫妻は、この地で休暇を過ごして

いる。ある日、メグの誕生日プレゼントを探していたロバートは、

骨董屋で、派手な恋愛経験を重ねてきたアーリン夫人と出会

う。夫人の勧めで金の扇をプレゼントに選んだロバート。やが

て社交界に、ロバートとアーリン夫人の仲を怪しむ噂が流れる。

夫を心から信頼していたメグだったが、やがてその心は揺らぎ

始める…。 

 

「アンナ・マデリーナ」 
香港/1998 年/98 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 7/4（金）23：00～ほか  

出演： 金城 武、ケリー・チャン、アーロン・クォック、レスリー・チャン、アニタ・ユンほか 

写真クレジット： © Golden Amuse 1998・Golden Harvest/Amuse 

 

金城武、ケリー・チャン共演の淡くせつないラブ・ストーリー。 

ピアノの調律師ガーフは、平凡でちょっと内気な青年。彼は自称

小説家のモッヤンに出会う。自由奔放な生活を送るモッヤンは

いつのまにかガーフの部屋に住みついてしまう。そんなある日、

階上にマンイーが越してきて、ガーフは彼女に一目惚れするの

だが･･･。 
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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。 

 

 

7/3（木） #135（2014/4/7韓国放送分）  イ・スンギ（俳優）、イ・ソンヒ（歌手）、ペク・チヨン（歌手）第1部 

7/10（木） #136（2014/4/14韓国放送分） イ・スンギ（俳優）、イ・ソンヒ（歌手）、ペク・チヨン（歌手）第2部 

7/17（木） #76（再放送）  イ･ジュンギ 

7/24（木） #113（再放送）  シン・スンフン 

7/31（木） #137（2014/5/5韓国放送分） イ・ドンウ(歌手・お笑い芸人) 

 

※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  

※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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東方神起、CNBLUE、少女時代、EXO ほか K-POP スター特集 
 

7/20（日） 「SBS 人気歌謡」スペシャル！ 
過去の放送エピソードの中から、特に反響の高かったアーティスト出演エピソードを再放送！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

日付 時間 番組名 その他の出演者 

2014/7/20 12:00 
SBS 人気歌謡＃760 

（CNBLUE ほか） 

東方神起、ソンミ、ソユ(SISTAR)＆チョンギゴ、BTOB、防弾少年団、S.M. 

THE BALLAD（少女時代テヨン＆SHINee ジョンヒョン）、GOT7、B.A.P、

BESTie、LADIES' CODE ほか 

2014/7/20 13:30 
SBS 人気歌謡＃767 

（EXO-K ほか） 

フィソン、4Men、A Pink、チョンギゴ、エリック･ナム、15&、NC.A、 

楽童ミュージシャン、BTL、NS ユンジ、M.pire、Megan Lee、エディ・キム ほか

2014/7/20 14:45 
SBS 人気歌謡＃761 

（少女時代、2NE1 ほか） 

東方神起、ソンミ、ソユ(SISTAR)＆チョンギゴ、CNBLUE、パク･ジユン、

SPICA、Nell、防弾少年団、BESTie、SPEED、Melody Day、テウォン(Tae.1)、

C-CLOWN、LUNAFLY ほか 

2014/7/20 16:15 
SBS 人気歌謡＃752 

（東方神起ほか） 

Secret、Girl'sDay、ヨン･ジュンヒョン、VIXX、キム･ジョンソ、Tasty、

HISTORY、イム・チェオン、AlphaBAT、WASSUP、大国男児 ほか 

 

7/21（月祝） ヒーリングキャンプ」＆「SBS歌謡大祭典」スペシャル！ 
「ヒーリングキャンプ」の BIGBANG、少女時代出演エピソード、G-DRAGON、SOL、少女時代、2PM らが出演し

た「2013 SBS 歌謡大祭典（字幕完全版）」を再放送！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日付 時間 番組名 

2014/7/21 12:00 ヒーリングキャンプ#31（BIGBANG） 

2014/7/21 13:30 ヒーリングキャンプ#133（少女時代） 

2014/7/21 15:00 

2013 SBS 歌謡大祭典（MC：ソン・シギョン、キム・ヒチョル(SUPER JUNIOR)、DARA (2NE1)）（出演：

G-DRAGON、SOL、少女時代、SHINee、KARA、2PM、2NE1、INFINITE、BEAST、CNBLUE、T-ARA、IU、

K.will、イ・ヒョリ、miss A、4minute、Brown Eyed Girls、ZE:A、AFTERSCHOOL、f(x)、SISTAR、EXO、

Secret、TEEN TOP、Girl's Day、A Pink、Block B、B1A4、B.A.P、NINE MUSES、VIXX、CRAYON POP、

Ailee、Hello Venus、防弾少年団） 
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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！ 

 

【6 月】 

「花嫁衣裳は誰が着る」、「もう誰も愛さない」、映画「ハウスメイド」 

【7 月】 

「ヤヌスの鏡」、「あなただけ見えない」、映画「理想の女（ひと）」 

 

 

【8 月】 
 

女性チャンネル♪LaLa TV オリジナルドラマ ＜LaLa ドラ＞ 第 2 弾！ 
 

「エンドレスアフェア～終わりなき情事～」 
 

夫・妻・元カノ ―  
欲望の果てで、誰を裏切る―。 
 
仕事も家庭も順風満帆なエリート商社マンに  
届いた一通のメッセージ。 
 
甘く危険なゲームに溺れる、禁断のラブ・サスペ
ンス！ 

 

※近日詳細公開予定！ 

 

 

「ドラマ「エンドレスアフェア」放送直前ＳＰ  
今更他人に聞けない！？ネット不倫の実態！！」 

30 分/ＨＤ作品  

放送日時： 7/25（金）22：30～ほか 

出演： 戸次重幸ほか 

 

女性チャンネル♪LaLa TVオリジナルドラマ“LaLaドラ”第2弾として、8月（予定）に放送する「エンドレスアフェ

ア～ 終わりなき情事～」の見どころをいち早くお届けするメイキング番組を放送！  

 

 

 

 

 

主演 戸次重幸 
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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「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 

【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 


