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Program Line-up 

2014 年 6 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 8 月のおすすめ番組 
 

LaLaドラ 
「エンドレスアフェア 
～終わりなき情事～」 
 

戸次重幸主演、女性チャンネル♪LaLa TV   

オリジナルドラマ第2弾！ 

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！ 

 

 

「花よりお姉さん」 
 
人気スター、イ・スンギとベテラン女優4人が、

美しいクロアチアの街を舞台に、笑いと感動の

旅を繰り広げる韓国の人気バラエティ番組！ 

 

 

 

 

 

 

 

「華麗なる遺産」 
 

韓国の若手トップスター イ・スンギ、ハン･ヒョ 

ジュ主演！ 高視聴率47.1％※を記録した大ヒッ

トラブコメディ！※韓国TNS調べ 

 

 

 

 

 

 

©女性チャンネル♪LaLa TV 

©CJ E&M CORPORATION, all rights reserved. 

©2009 SBS 作品提供：ポニーキャニオン
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Program Line-up 

LaLa ドラ「エンドレスアフェア～終わりなき情事～」 
日本/2014 年/全 2 話/60 分/HD 作品 

放送日時： 前編 8/23（土）22：00～ほか、後編 8/30（土）22：00～ほか   

出演：戸次重幸（立花康介）、小島聖（吉川麻里衣）、酒井若菜（立花奈保子）、長谷川朝晴（葉山弘毅）、 

 駿河太郎（田村洋二）、飯田基祐（日高開発部部長）、春田純一（門脇事業部門長）、 

 渡辺いっけい（東野久夢）、ミッキー・カーチス（猿渡）、井田國彦（武田部長）、大角ゆき（立花智香） 

脚本：旺季志ずか「アットホームダッド」、「ストロベリーナイト」、「カラマーゾフの兄弟」 

監督：松田礼人 SP ドラマ「官僚たちの夏」、「白戸修の事件簿」、SP ドラマ「ザ・パートナー」 

統括ゼネラルプロデューサー：山田雅子 映画「ハンサム★スーツ」、「高校デビュー」、「ドラマ Joker 東野 

圭吾ドラマ“笑”」ほか 

写真クレジット： ©女性チャンネル♪LaLa TV 

 

2013 年に製作されたドラマ「恋愛ドラマをもう一度」（主演：高橋克典）に続く、女性チャンネル♪LaLa TV   

オリジナル製作 2 作目となるドラマがいよいよ登場！ 

仕事も家庭も順風満帆なあるエリート商社マンが甘く危険なゲームへと溺れていく、禁断のラブ・サスペンス！ 

セクシーな元カノと心優しい妻― 夫はどちらを選ぶのか？ 一瞬たりとも目が離せない、驚愕の結末！ 

主人公のエリート商社マン立花康介には、“日本一チケットが取れない劇団”TEAM NACS の戸次重幸。   

社運をかけたビックプロジェクトのリーダーとして、同僚や部下と奔走し、ライバルとの戦いを繰り広げる熱い

男を演じる。康介の大学時代のセクシーな元カノ麻里衣には、情緒あふれる演技力と存在感が光る実力派 

女優小島聖。康介を献身的に支える妻奈保子には、作品ごとにまったく違った顔を魅せる演技派女優酒井 

若菜。インターネットやＳＮＳの発達が目まぐるしい昨今、「SNS 不倫」という甘く危険なゲームに溺れていく  

男女の、一瞬たりとも目の離せないラブ・サスペンスが展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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【＝SNS 不倫】に溺れる、禁断のラブ・サスペンス！！ 

 

【ストーリー】 

一流商社の次期部長候補として、2020 年の都のビッグプロジェクトを何としても物にしたい立花康介。念願の

プロジェクトリーダーに任命されるが、同期入社のライバルが現れる・・・。藁にもすがる思いで登録した SNS

で、大学時代の元カノ麻里衣が、プロジェクトに関わるキーマンたちとつながっていることを知り、思い切って

連絡をとる。その後、麻里衣からの誘いで 20 数年ぶりに再会した 2 人は、思い出話に花を咲かせ時間と距離

を縮め、やがて一夜を共にしてしまう。専業主婦でセックスレス気味の妻奈保子に後ろめたい思いを持ちなが

ら、麻里衣の計らいでプロジェクトのキーマンに接触した康介だったが・・・。 

夫・妻・元カノ―欲望の果てで、誰を裏切る？ 甘くて危険なゲームが今、幕を開ける。 

 

※メイン画像は 7/15(火）以降露出
ＯＫとなります。 
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Program Line-up 

 

「エンドレスアフェア～終わりなき情事～」キャスト紹介 
 

 

▼立花康介（42） / 戸次重幸 

宮政商事会社 メディア生活産業部門 建設開発事業部 課長。 

持ち前の行動力にリサーチ力、リーダーシップを生かし、上司や部下 

からの社内の信頼は厚く、次期部長候補とささやかれている。家庭では、

良き夫・良きパパであったが、元カノ・麻里衣とソーシャルファイル（ＳＮ

Ｓ）を通じて 再会、彼の運命は大きく揺らぎ始める。 

 

 

 

 

 

▼吉川麻里衣（40） / 小島聖 

国や行政関連の仕事も請け負うフリーの翻訳家。康介の大学時代の元カノ。

康介と 20 数年ぶりに再会したことがキッカケで、関係を持つようになる。 

 

 

 

 

 

 

▼立花奈保子（34） / 酒井若菜  

康介の妻で智香の母。康介とは 8 年前に結婚、現在は専業主婦。 

多忙な康介とは ここ数年セックスレス状態だが、良き妻・母として家庭を支える。 

 

 

 

 

▼葉山弘毅（42） / 長谷川朝晴 

宮政商事会社 メディア生活産業部門 ライフスタイル事業

部課長。康介とは同期入社で康介に対する敵対心が強い。

現在、独身。 

 

 

 

▼田村洋二（38） / 駿河太郎 

宮政商事会社 メディア生活産業部門 建設開発事業部所属。康介とは大学時代からの

先輩・後輩関係。仕事でも家庭でも、何でもこなせる康介を尊敬。既婚。 

 

 

▼東野久夢 / 渡辺いっけい 

建築家。2020 年の事業委員会の委員長。麻里衣と仕事を通じて知り合い、好意を抱いている。既婚。 

 
▼立花 智香（5） / 大角 ゆき 

康介と奈保子の娘。私立幼稚園に通う。人懐っこい性格で、誰とでも仲良くなれる。 
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Program Line-up 

 

LaLa ドラ「エンドレスアフェア～終わりなき情事～」 
関連番組 

 

戸次重幸と 100 人の女たち  
ドラマ『エンドレスアフェア』放送記念 SP 

日本/2014 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 8/17（日）19：00～ ほか  

出演：戸次重幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事も家庭も順風満帆なあるエリート商社マンが甘く危険なゲームへと溺れていく禁断のラブ・サスペンス 

「エンドレスアフェア～終わりなき情事～」主演の戸次重幸が、100 人の女性を前にトークを展開！ 

ドラマの 新情報や撮影秘話、そして、共演者や 100 人の女性たちからの、恋や仕事や趣味などのプライ  

ベートな質問に答える！ 

 

 

「エンドレスアフェア」前半ダイジェスト 
15 分/HD 作品 

放送日時： 8/24（金）23：30～   

出演：戸次重幸 

 

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～」   

前半のダイジェスト番組。後半のメイキングシーンや、出演者インタビューなども交え、ドラマをよりいっそう 

楽しんでいただくためのナビ番組。 

 

「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： 8/1（金）15：00～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「エンドレスアフェア～終わりなき情事～」の  

見どころを余すところなくお届けするメイキング番組！  
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Program Line-up 

「花よりお姉さん」 
韓国/2013 年/全 8 話/90 分/HD 作品 

放送日時： 8/7（木）スタート 毎週（木）20：00～ほか 

出演： イ・スンギ（「九家の書」「華麗なる遺産」）、ユン・ヨジョン（「棚ぼたのあなた」）、 

 キム・ジャオク（「コーヒープリンス１号店」）、キム・ヒエ（「密会」）、 

 イ・ミヨン（「キム・マンドク～美しき伝説の商人～」） 

写真クレジット： ©CJ E&M CORPORATION, all rights reserved. 

 

人気スター、イ・スンギとベテラン女優4人が、美しいクロアチアの

街を舞台に、笑いと感動の旅を繰り広げる韓国の人気バラエティ

番組！俳優イ･ソジンと平均年齢70歳以上のベテラン俳優4人に 

よる自力のバックパック旅行を追い空前の大ヒットとなったバラエ

ティ番組「花よりおじいさん」。本作はその続編として、歌手・俳優

として活躍する韓国の国民的 “理想の息子”イ･スンギがお世話

役となり、4人のお姉さんたちの旅をサポートする。 

 

「華麗なる遺産」「1泊2日」「九家の書」など出演作が次々とヒットし 

「視聴率70％の男」の別称を持つ国民的人気スターのイ･スンギと、韓国の名だたる女優がバックパック旅行

に初挑戦！お姉さん達の前では、初回からパニック連発のイ・スンギ。お世話役のはずが、まさかのお荷物的

存在に･･･好奇心満載で天真爛漫なお姉さん達を、イ・スンギは 後まで無事にエスコートできるのか？いっ

ぱいの期待と少しの不安を胸に、クロアチアへの旅が始まる！ 

 

4人のお姉さん達がクールなファッションに身を包み、自由に旅を楽しむ姿にも注目！毒舌で笑いを誘う長女・

ヨジョン、少女のように可憐な次女・ジャオク、淑女のようで少し抜けたところが愛らしい三女・ヒエ、お姉さん達

を気遣う行動派の末っ子・ミヨン。女優を離れ、一人の女性として素顔を覗かせるお姉さん達の魅力も満載！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ヒーリングキャンプ」 イ・スンギ、キム・ヒエの出演エピソードもあわせて放送！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キム・ヒエ出演「ヒーリングキャンプ＃130～131」

8/23、30（土）23：30～ 

イ･スンギ出演「ヒーリングキャンプ＃135～136」 

8/3、10（日）23：30～ ほか 
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Program Line-up 

 

「華麗なる遺産」 
韓国/2009 年/全 28 話/75or90 分/HD 作品 

放送日時： 8/4（月）スタート 毎週（月）～（水）20：00～ほか 

出演： ハン・ヒョジュ（コ・ウンソン）、イ・スンギ（ソヌ・ファン）、ペ・スビン、ムン・チェウォン、キム・ミスク、 

 パン・ヒョジョンほか 

写真クレジット： © 2009 SBS 作品提供：ポニーキャニオン 

 

イ・スンギ、ハン･ヒョジュ主演！ 

高視聴率47.1％※を記録した大ヒットラブコメディ！ 

※韓国TNS調べ 

 

留学先のNYからソウルに一時帰国した社長令嬢   

コ・ウンソンは、同じ飛行機に乗っていたソヌ・ファンと 

カバンが入れ替わってしまう。父親や自閉症を患って 

いる弟のウヌへのお土産の入ったカバンを取り戻そうと、 

ファンに連絡をとったウンソンは、彼と 悪の対面を  

するもカバンを取り戻すことは出来ず…。 

 

家族との再会の喜びもつかぬ間、父の会社が倒産、さらに父が事故に巻き込まれ命を落とすという不幸に 

見舞われるウンソン。継母ソンヒは、父の死亡保険金を横取りし、前妻の忘れ形見であるウンソンとウヌを  

路頭に迷わす。弟と2人で生きていくために、勉強を続けることを見送って働き出すウンソン。そんな中、   

ウヌが突然行方不明に。働きながら弟を探す、そのピュアでまっすぐなウンソンの芯の強さに、イケ好かない

お坊ちゃまファンの先輩であるジュンセが救いの手を差し伸べる。 

 

ある日、ウンソンは、道端で大怪我をして倒れていた老婆を助けるが、偶然にも彼女はファンの祖母で、ソル

ロンタンチェーン・チンソン食品の社長スクチャであった。ウンソンの人柄や境遇を知ったスクチャは、チンソン

食品のアルバイトに彼女を迎えて自宅に住まわせる。そして、後継者として考えていた孫のファンのやる気の

なさに失望したスクチャは、全遺産をウンソンに相続すると言い出し、放蕩の限りを尽くしていたファンと周囲を

騒然とさせる。遺産相続問題で、ますます険悪になっていくウンソンとファン。ファンとの結婚を夢見るウンソン

の義妹スンミ、ウンソンを見守るジュンセ、継母がひた隠しにしているある事実…。家族への愛、真実…絡み

合うそれぞれの思い…いま彼らの運命が動き始める。 
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Program Line-up 

 
「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。 

今月は、「パスタ～恋ができるまで～」などで人気のイ・ソンギュンが登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/7（木）#138 2014/5/12韓国放送分 チャン・ヒョンソン（俳優）「Three Days」 

8/14（木）#139 2014/5/19韓国放送分 イ・ソンギュン（俳優）第1部 「パスタ～恋ができるまで～」 

8/21（木）#140 2014/6/2韓国放送分 イ・ソンギュン（俳優）第2部 

8/28（木）#119 再放送 キム・スロ（俳優） 「紳士の品格」「シュリ」 

 

※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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Program Line-up 

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！、au ひかりを通じ、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 


