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Program Line-up 

2014 年 7 月 23 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 9 月のおすすめ番組 
 

「メンズキッチン」 
 

"僕らのごはん、食べてかない？" 

俳優城田優と料理研究家寺田真二郎が、まるで

自宅でくつろいでいるかのようにアットホームな 

雰囲気でお届けするとても”自由”な料理番組！ 

 

 

 

 

「後宮の涙」 
 

その涙、誰がために流すのか―。 

「宮廷女官チャングムの誓い」「トンイ」に続く、宮廷

女官の物語。6世紀後半、南北朝時代の宮廷を  

舞台に、多くの困難を乗り越え、健気に、懸命に  

生きた1人の女官の人生を描く。 

 

 

 

「妻の資格」 
 

妻として、母として、人として、迫られる選択・・・！ 

全てを超えてたどり着いた真実の愛とは―。 

韓国中の妻たちが共感した主婦の純愛！ 

 

 

 

「キョートカクテル」 
 

女性チャンネル♪LaLa TV×ヨーロッパ企画！ 

京都の裏路地にある、“カエル“がマスターを務める

バーを舞台にした女性チャンネル♪LaLa TVオリジ

ナルショートフィルム。 

 

 

 

©CJ E&M CORPORATION, all rights reserved. 

©ヨーロッパ企画 / 女性チャンネル♪LaLa TV

©女性チャンネル♪LaLa TV 

©CJ E&M CORPORATION, all rights reserved. 
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Program Line-up 

 

「メンズキッチン」 
2014 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 9/2（火）スタート 毎週（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 

 

"僕らのごはん、食べてかない？" 
 

俳優城田優と料理研究家寺田真二郎が、まるで自宅

でくつろいでいるかのようなアットホームな雰囲気で

お届けするとても”自由”な料理番組。地上波では  

クールな役どころが多い城田優が、料理をしたり、 

時に脱線して歌ったり遊んだり・・・その素顔の魅力が

たっぷり見られるのはこの番組だけ！そして、アイデ

アレシピの宝庫寺田真二郎の手軽でオシャレなレシ

ピもたっぷり紹介。自然体のふたりの日常のひとこま

を垣間見るような、ゆったりほっこりした時間をお届け

する。 

 

9 月前半放送の記念すべき初回のレシピは、スタジオの引越しということでお蕎麦のレシピを、後半はドレッ

シングに梨を使ったサラダとフレンチトーストのオシャレなワンプレートモーニングメニューをご紹介！ 
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Program Line-up 

 

「後宮の涙」 
中国/2013 年/全 45 話/60 分/CS 初放送/ノーカット字幕版 

放送日時： 9/3（水）スタート 毎週（月）-（金）8：30～2 話連続 ほか  

出演： チャオ・リーイン（陸貞（りくてい）：「蒼穹の昴」）、チェン・シャオ（高湛（こうたん）：「大秦帝国 2」「恕の人

 －孔子伝－」）、キミー・チャオ（高演：「テニスの王子様」※中国版） 

写真クレジット： ©中国国際電視総公司 

 

その涙、誰がために流すのか―。 

「宮廷女官チャングムの誓い」「トンイ」に続く、宮廷女官

の物語。6 世紀後半、南北朝時代の宮廷を舞台に、  

多くの困難を乗り越え、健気に、懸命に生きた 1 人の 

女官の人生を描く。 

 

北斉の都で豪商の娘として生まれるが、母親を早くに 

亡くし、さらには継母に父親を殺され、後宮で生きること

を選んだ陸貞。父親の仇を討つべく女官となり、皇太弟

と身分違いの恋におちた彼女のドラマティックな人生が、

豪華絢爛な歴史絵巻の中で描き出されていく。 

 

女官となった陸貞はとんとん拍子に出世し、国の重要な仕事を任されるまでになった。同時に、彼女は皇帝

の異母弟・高湛と愛を深め、彼と結ばれる日を待ち望むようになる。だが後宮の覇権争いや嫉妬による陰謀

が陸貞を苦しめ、彼女はかつてない試練を味わう。さらに、父親の敵討ちを果たした陸貞は、自分の出生に

秘密があることを知るのだった。そんな中、高湛の命を狙う皇太后が反乱を起こしたことで、事態は新たな

局面を迎える。皇位をめぐる最終決戦。その戦いの結末は…？陸貞と高湛を待ち受ける運命とは…？ 

 

ヒロイン陸貞は、宮廷の中で多くの涙を流しながらも苦難を乗り越え、懸命な努力と類まれな才能で、中国で

最初で最後の女性宰相にまでのぼりつめていった善良で聡明な女官。皇太弟・高湛の命を虎視眈々と狙う 

皇太后、それに対抗する貴妃･･･欲望渦巻く後宮（日本の大奥にあたる）で繰り広げられる女たちの壮絶な 

闘い、宮中に渦巻くさまざまな陰謀が健気な陸貞を襲う！次々と降りかかる困難を、持ち前の優しさと聡明さ

で切り抜けていく陸貞を応援せずにはいられない！ 
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Program Line-up 

 

「妻の資格」 
韓国/2013 年/全 16 話/75 分 or90 分/HD 作品/ノーカット字幕版/CS ベーシック初放送 

放送日時： 9/14（日）、15（月祝）10：30～ 各日 8 話連続放送   

出演： キム・ヒエ（ユン・ソレ：「密会」「花よりお姉さん」）、イ・ソンジェ（キム・テオ：「怪しい家政婦」 

 『デイジー』）、チャン・ヒョンソン（ハン・サンジン：「サイン」「３ Days」）、イ・テラン（ホン・ジソン： 

 「結婚の女神」「噂のチル姫」）ほか 

写真クレジット： ©JTBC Co.,Ltd all rights reserved 作品提供：ポニーキャニオン 

 

妻として、母として、人として、迫られる選択…！全てを超えてたどり

着いた真実の愛とは―。韓国中の妻たちが共感した主婦の純愛！ 

専業主婦のソレは放送局で働く夫サンジンと息子ギョルの3人暮らし。

幼い頃からアレルギーに苦しんできたギョルのため、ソレは食事か

ら衣類、石けんに至るまで気を使ってきた。そんな苦労の甲斐あっ

てすっかり元気になったギョル。中学入学を前にして、ギョルの祖父

母は子供にエリート教育を受けさせるべきだと言い出す。元気なら

それでいいと思っていたソレは困惑するが、サンジンは強引に韓国

一の教育環境を誇る江南の大峙洞への引越しを決めてしまう。 

娘を難関の国際中学に入学させた義妹の紹介で、塾の試験を受けたギョル。だが成績はなんとビリ！同じ塾

に子供を通わせる母親たちは、現実を知らないソレを笑いものにし、ソレはそんな母親たちとなじめずにいた。

そんな時、ソレは彼女同様にこの町の教育熱に違和感を持つ歯科医のテオと出会う。認知症の施設にいる 

ソレの母を優しく治療するテオに好感を抱くソレ。テオも素朴な彼女に魅かれていた。ところが彼の妻ジソンは

ギョルが通う塾の経営者だった。ギョルを快く受け入れてくれたジソンに好意を持っていたソレはこの事実に 

ショックを受ける。だがソレとテオが一緒にいるところを義妹に目撃されてしまったことで、2人の関係はあっと

いう間に町中に広まり、サンジンやジソンの耳にも入ってしまう。2人だけで再出発するのか、結婚生活を続け

るのか、選択を迫られることになるが…。 

 

「キョートカクテル」 
2014 年/15 分/HD 作品 

放送日時： 9/15（月祝）スタート 毎週（月）24：45～ほか 

写真クレジット： ©ヨーロッパ企画 / 女性チャンネル♪LaLa TV 

 

女性チャンネル♪LaLa TVとヨーロッパ企画がコラボした、女性チャンネル♪LaLa TVオリジナルショートフィル

ム。京都の木屋町の路地裏にある、“カエル“がマスターを務めるバー“Gentle Rain”を舞台に、客の男と女が

恋に酔いしれる、ほんのり甘くてちょっとビターなカクテル（＝ラブストーリー）をお届けする。毎回マスターが紹

介する、ウィットに富んだ”カクテル“を常連客が〈笑い〉に変える展開にも注目。 
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Program Line-up 

 

「スープカレー」 
日本/2012 年/全 10 話/45 分/HD 作品 

放送日時： 9/16（火）スタート 毎週（月）～（木）23：00～ほか 

出演： TEAM NACS（森崎博之、安田顕、戸次重幸（「エンドレスアフェア～終わりなき情事」）、 

 大泉洋（「ぶどうのなみだ」）、音尾琢真）、峯岸みなみ（AKB48）、渡辺満里奈ほか 

写真クレジット： ©2012「スープカレー」製作委員会 

 

北海道放送（HBC）が、アラフォー世代を迎え脂の 

乗り切った北海道の超人気演劇ユニットTEAM NACS

とタッグを組んだ連続ドラマ。個性光るTEAM NACSの

5人が揃って連続ドラマに登場したのは本作が初めて

となる。  

 

人生の半ば、40代。世にアラフォーと呼ばれる世代。

男にとってそれは、若かった頃の夢や理想を、心の中

に小さく灯しながら、現実の毎日を必死に生きて闘う

年頃。そんな年代を真剣に生きている5人の男たちの

人生模様を描いたドラマ。 

 

TEAM NACSの5人が演じるドラマの舞台は主に札幌。リーダーの森崎博之は百貨店の婦人服売り場の担当、

安田顕は売れない俳優、戸次重幸は塾講師、大泉洋はテレビで活躍する料理研究家、音尾琢真は個人で 

冠婚葬祭業を営む起業家。少年がそのまま大人になってしまったような5人はそれぞれが別々の日常を送り、

夢を追い、友を敬愛し、家族を愛し、ときに周囲を彩る若い“エネルギーたち”に翻弄され、戸惑う日々を送る。 

つまずき、ぶつかり、悩み、心を揺らしながら、小さくてもなお、輝きを放つ5つの人生。ドラマは全てが独立  

した別々のストーリーでありながら、10話が完結したときにはすべてのエピソードが渾然一体となって、     

スパイシーでホットで、身も心も、そしてもしかしたら目頭までも熱くなる魔法のような物語に仕上がっている。 

 

 

「JSA」 
韓国/2000 年/110 分/HD 作品/字幕 

放送日時： 9/12（金）23：00～25：15 ほか 

出演： ソン・ガンホ（オ・ギョンピル：『グエムル－漢江の怪物』）、イ・ビョンホン(イ・スヒョク：『王になった男』 

 「アイリス」）、イ・ヨンエ(ソフィー・チャン：「宮廷女官 チャングムの誓い」）、 

 キム・テウ（ナム・ソンシク）、シン・ハギュン(チョン・ウジン） 

写真クレジット： © myungfilm 2000 

 

ソン・ガンホ、イ・ビョンホン、イ・ヨンエの豪華キャスト出演！ 

南北分断の象徴である38度線上の共同警備区域(JSA)で

起こった射殺事件。陳述書には南北で全く異なる報告が 

記されていた。そして両国家の合意のもと、捜査は中立国

監督委員会の手に委ねられ、韓国系スイス人である女性 

将校ソフィーが派遣される。彼女は事件の当事者達と面会

を重ねながら序々に真相に迫っていくが、そこには全く予想

外の真実が隠されていた・・・。 
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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「メンズキッチン」のレシピなどの

YouTube限定動画など配信中！ 

 

「たったひとつのたからもの」 
日本/2004 年/135 分/HD 作品 

放送日時： 9/26（金）23：00～25：15 ほか 

出演： 松田聖子（佐藤由美）、船越英一郎（佐藤幸太郎）、杉森翼・後藤響・辻智基（佐藤秋雪）、戸田恵子、

小日向文世、松嶋尚美、森公美子、谷啓、蟹江敬三 

特別出演：坂口良子、小野寺昭、宅間伸、草笛光子 

写真クレジット： ©NTV 

 

天から授かったわが子に異状が見つかり、余命1年と 

宣告されたら―。子供がダウン症と診断された夫婦の 

6年2ヶ月にわたる戦いを描いた壮絶な愛の記録。 

 

職場結婚した佐藤由美は、出産した秋雪がダウン症で

余命1年と宣告される。由美は、夫の幸太郎らと共に 

懸命に育児に努めるが・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 


