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Program Line-up 

2014 年 8 月 22 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 10月のおすすめ番組 
 

「その冬、風が吹く」 
 
チョ・インソン＆ソン・ヘギョ主演、心震える切ない 
ラブストーリー。生きるために人を騙す男と、人を 
信じることができない女。孤独な人生を生きる2人

が出会い、互いの心の傷に共鳴しながら惹かれ 
あっていく姿を描く、切ないラブストーリー。 
 
 

「ルームメイト」 
 
韓国のトップアイドルや人気俳優ら有名芸能人が 
ひとつ屋根の下で共同生活を送る、リアルバラエ
ティを日本独占初放送！韓国の若者の間で最近
増えているシェアハウスでの生活をとおして、彼ら
の素顔に迫る！ 

 
 

「紅楼夢
こ う ろ う む

～愛の宴～」 
 
永遠のラブストーリー、まさに中国版「源氏物語」が
総製作費17億円で豪華絢爛にドラマ化！ 
「蘭陵王」に続く、美しすぎる大型ラブ史劇！ 
 
 
 
 

「アラサーちゃん 無修正」 
 
女は「あるある」、男は「マニュアル」！ 
壇蜜主演、アラサー男女の恋＆セックスの手の内
をバラした解体新書！ちょっぴりＨなオトナのため
のバラエティドラマ！ 
 
 
 

©SBS 

©峰なゆか／扶桑社／ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
©「アラサーちゃん 無修正」製作委員

会 

© BARAMI BUNDA Inc. 原作：龍居由佳里「愛なんて 
いらねえよ、夏」（TBS） 作品提供：ポニーキャニオン・ＴＢＳ 

 

©Beijing Hualu Baina Film & TV Inc. 
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「その冬、風が吹く」 
韓国/2013 年/全 16 話/90 分・NS 放送 75 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時： 10/12（日）スタート、毎週（日）12：00～ 3 週連続一挙 

 再：10/13（月）スタート 毎週（月）-（金）12：00～13：30、18：45-20：00（NS 放送）   

出演： チョ・インソン（オ・ス）、ソン・ヘギョ（オ・ヨン）、キム・ボム（パク・ジンソン）、 

 チョン・ウンジ（ムン・ヒソン/A Pink）、キム・ヨンフン（イ・ミョンホ）、ソ・ヒョリム（チン・ソラ）、 

 ペ・ジョンオク（ワン・ヘジ）、キム・テウ（チョ・ムチョル）、キム・ギュチョル（チャン・ソン）  

原作： 龍居由佳里「愛なんていらねえよ、夏」(TBS) 

写真クレジット：© BARAMI BUNDA Inc. 原作：龍居由佳里「愛なんていらねえよ、夏」（TBS） 作品提供：ポニーキャニオン・Ｔ

ＢＳ 

 

チョ・インソン＆ソン・ヘギョ主演！生きるために人を騙す男

と、人を信じることができない女。孤独な人生を生きる2人が

出会い、互いの心の傷に共鳴しながら惹かれあっていく姿

を描く、心震える切ないラブストーリー。 

大企業 PL グループ会長が意識不明の重体となるが、一人

娘で唯一の家族のオ・ヨンは視覚障害を持っていた。後継

者問題が浮上するなか、ヨンは幼少期に家を出た兄からの

手紙を受け取る。手紙に書かれた住所を頼りに兄に会いに

行くが、そこにいたのは、兄と同姓同名の友人で詐欺師の

オ・スだった。その矢先、オ・スは組織のボスの金を横領した 

疑いで追われ、一緒に逃げるはめになったヨンの実兄は車にはねられ死んでしまう。呆然とするなか、オ・ス

は警察に拘束され、ヨンには父が危篤という連絡が入るのだった。1 年後、出所したオ・スは雇われヤクザの

チョ・ムチョルから、横領した大金を 100 日以内に返さなければ命はないと脅迫される。一方、ヨンは父が亡く

なり、名ばかりの会長の座についていた。そんななか、オ・スのもとには会長の子息を探して弁護士が訪ねて

くる。会長の息子と間違われたオ・スは、思わず本人の振りをしてしまう。金が必要なオ・スは弟分のパク・  

ジンソンと組み、“財閥の御曹司”として、PL グループ会長宅に乗り込む。初めは金目当てで、“妹”ヨンに  

近づいたオ・スだが、目が見えず、人に懐疑心を抱きながら生きるヨンに触れ、親に捨てられ孤独に生きてき

た自分に似たものを感じていく。頑なに心を閉ざしていたヨンも、オ・スの温かさに触れ次第に心を開いていく

が、ヨンの世話をするワン秘書はオ・スの正体を怪しんでいた。 

 

 

「ルームメイト」 
韓国/2014 年/120 分/ノーカット字幕版/HD 作品/日本独占初放送 

放送日時： 10/10（金）スタート、毎週（金）20：00～ほか   

出演： チャンヨル（EXO）、ナナ（AFTERSCHOOL）、イ・ドンウク、シン・ソンウ、イ・ソラ、ホン・スヒョン、 

 ソン・ガヨン、ソ・ガンジュン（5urprise）、パク・ミヌ、チョ・セホ、ボム（2NE1） 

写真クレジット： ©SBS 

 

韓国のトップアイドルや人気俳優ら有名芸能人がひとつ  

屋根の下で共同生活を送るリアルバラエティを女性チャンネ

ル♪LaLa TVで日本独占初放送！韓国の若者の間で最近

増えているシェアハウスでの生活をとおして、彼らの素顔に

迫る！韓国SBSで今年5/4からスタートしたばかりの人気 

番組が早くも登場！EXOのチャンヨルやAFTERSCHOOLの

ナナをはじめとした有名芸能人が夢のような共同生活を  

繰り広げる。 

BtoC情報解禁日は 9/15（月祝）となります 
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男女11人の友情、そして恋模様に期待大！メンバーが互いにコンサート会場や撮影現場を訪れる様子が 

報道されたり、番組以外でリアルな友情を育む姿も注目されている。また、シェア生活のルールとして話題に

なったのが恋愛推奨！人気アイドルが出演する中、これからの行方にファンは片時も目が離せない！？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「紅楼夢
こ う ろ う む

～愛の宴～」 
中国/2010 年/全 50 話/60 分/字幕/HD 作品/日本初放送 

出演： ユー・シャオトン（少年時代）/ヤン・ヤン（賈宝玉）、ジャン・モンジェ（林黛玉）、 

 リー・チン（少女時代）/バイ・ビン（薛宝釵）、ヤオ・ディー（王熙鳳）、チョウ・ツァイチン（史太君）、 

 グィ・ヤーレイ（王氏）、シュー・ホァイシャン（賈政） 

先行放送： 10/5（日）18：00～21：30 ＃1-4 先行放送 

放送日時： 10/6（月）スタート、毎週（月）-（金）8：30～2 話連続 

写真クレジット： ©Beijing Hualu Baina Film & TV Inc. 

 

永遠のラブストーリー、まさに中国版「源氏物語」が総製作費17億円で豪華絢爛にドラマ化！ 

「蘭陵王」に続く、美しすぎる大型ラブ史劇！ 

 

日本の「源氏物語」と同じく時代を超えて愛され  

続ける中国の古典「紅楼夢」を完全ドラマ化。 

「紅楼夢」は中国清代の長編小説で、「三国志 

演義」「水滸伝」「西遊記」とともに中国四大名著

のひとつとされる作品で、御曹司・賈宝玉（かほ

うぎょく）と彼をめぐる12人の美しき女性たちとの

物語。華やかな貴族たちの栄華と衰退、そして

その中で生きる男女の繊細な心理描写にも  

すぐれ、中国小説最大の傑作のひとつと言われ

ている。発刊当時はカルト的な人気を誇り、  

あまりの熱狂ぶりから一時は禁書処分まで受け

たほどであった。 

【男性メンバー】 

左から： パク・ミヌ（俳優）、シン・ソンウ（俳優）、  

イ・ドンウク（俳優）、チャンヨル/EXO（歌手）、    

ソ・ガンジュン/5urprise（俳優）、 

チョ・セホ（お笑い芸人） 

【女性メンバー】  

左から： ボム/2NE1（歌手）、 

イ・ソラ（スーパーモデル）、ソン・ガヨン（格闘家）、 

ホン・スヒョン（女優）、ナナ/AFTERSCHOOL（歌手） 
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運命の出逢い―それは御曹司と12人の女性たちの物語。 

賈（か）家の若君、賈宝玉（かほうぎょく）は美を愛する風流人で、誰もが魅了される美少年。そんな彼が住む 

豪邸に従姉妹の林黛玉（りんたいぎょく）、薛宝釵（せつほうさ）が暮らすようになる。林黛玉は病弱で繊細な  

気位の高い美少女。一方、薛宝釵は気立てがよいしっかり者の美人であった。やがて、賈宝玉は林黛玉と相

思相愛になるが、互いに素直になれず心とは裏腹に喧嘩を繰り返す。しかも、周囲は薛宝釵こそ賈宝玉の似

合いの相手と考えており、賈宝玉と林黛玉は結ばれぬ運命にあった…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アラサーちゃん 無修正」 
日本/2014 年/全 12 話/45 分/HD 作品/CS 初放送 

放送日時： 10/22（水）スタート、毎週月～木曜 23：00～ほか  

出演： 壇蜜（アラサーちゃん）、川村陽介（オラオラ君）、忍成修吾（文系くん）、みひろ（ゆるふわちゃん）、 

 今野浩喜（キングオブコメディ・大衆くん）、川村エミコ（たんぽぽ・非モテちゃん）、 

 信川清順（ヤリリンちゃん）、佐藤仁美（サバサバちゃん） 

写真クレジット： ©峰なゆか／扶桑社／ＫＡＤＯＫＡＷＡ ©「アラサーちゃん 無修正」製作委員会 

 

女は「あるある」、男は「マニュアル」！ 

壇蜜の連続ドラマ初主演作となる、ちょっぴりＨなオトナの 

ためのバラエティドラマ！ 

週刊ＳＰＡ！に連載中の、アラサー世代の日常を通し男女

の本音を赤裸々に描く4コマ漫画「アラサーちゃん」は、アラ  

サー男女の恋＆セックスの手の内をバラした解体新書！ 

同世代から絶大な人気を誇り、単行本累計15 万部を突

破しているコミックが満を持しての実写ドラマ化！ 

 

アラサーちゃん30才。モテと自我の狭間で立ち位置を決めかねている巨乳。元カレで現セックスフレンドの 

オラオラ君（イベント会社経営のやり手ながら、チャラい）から急に合コンに誘われたアラサーちゃん。    

ゆるふわちゃん（カワイイものが大好きな女子）、大衆くん（ごくごく平均的な男子）、ヤリリンちゃん（頭も股も

ゆるいキャバ嬢）たちがお酒も進み盛り上がっているなか、居心地悪そうに取り残された文系くん（出版社勤

務のメガネ男子）に、アラサーちゃんは恋してしまうのだが…。 
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「メンズキッチン」 
2014 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 毎週（火）15：00～ ほか   

出演：城田優、寺田真二郎 ゲスト：川村陽介  

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ご紹介。自然体のふた

りの日常のひとこまを垣間見るような、ほっこりした時間をお届け 

する。今月は、ゲストに「アラサーちゃん 無修正」に出演する川村 

陽介をゲストに迎え、BBQ 場からお届け！ 

 

「あなたがヒロイン！特別編 ヴァイオリニスト・川井郁子」 
2014 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 10/1（水）15：00～ 毎週（水）15：00～ ほか   

 

「どんな女性にも輝く瞬間＝ヒロインになれる時があるはず…」。 

視聴者から自薦・他薦で寄せられた情報をもとに、女性たちの日常に密着、

輝いている瞬間、人生のドラマティックな瞬間を切り取るリアルドキュメン 

タリー。頑張って生きている全ての女性たちにエールを送る。ナビゲーター

は石黒賢。今回はヴァイオリニスト川井郁子に密着したスペシャル版。ヴァ

イオリニストであり、音大の講師であり、シングルマザーでもある彼女は  

「あなたがヒロイン！」に共感し、番組の新テーマソングを作曲することに。

作曲を通して見えてくる川井郁子の人間としての魅力、そして出来上がっ

たテーマソングとは！ 

 

「裸の時間」 
2014 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 10/8（水）スタート 毎週（水）24：00～ほか   

 

様々な業界の若き才能や知られざるスターの裸の素顔を発見する女性チャンネル♪LaLa TVオリジナル新

番組「裸の時間」。10月は、「テラスハウス」に出演して一躍人気者なった俳優・菅谷哲也と、ネットが生んだ

新世代アーティスト天月（あまつき）に密着。彼らがまだカメラの前で見せたことのない、裸の素顔を見せる。 

 

 

 

 

 

 

 

「裸の時間 

～菅谷哲也/Side A～」 

10/8(水)24：00～ 

「裸の時間 

～菅谷哲也/Side B～」 

10/15(水)24：00～ 

「裸の時間 

～天月-あまつき-/Side A～」 

10/22(水)24：00～ 

「裸の時間 

～天月-あまつき/Side B～」 

10/29(水)24：00～ 
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「花より男子～Boys Over Flowers」 
韓国/2009 年/全 25 話/60 分/字幕/HD 作品/カット版 

放送日時： 10/8（水）スタート 毎週（月）-（木）20：00～  

出演： ク・ヘソン（クム・ジャンディ）、イ・ミンホ（ク・ジュンピョ）、キム・ヒョンジュン（ユン・ジフ）、 

 キム・ボム（ソ・イジョン）、キム・ジュン（ソン・ウビン）  

写真クレジット： ©KAMIO Yoko/Shueisha Inc. ©Creative Leaders Group Eight 

 

イ・ミンホ、キム・ヒョンジュン他豪華キャスト出演の

人気韓国ドラマ！ 

郊外のクリーニング屋の娘、クム･ジャンディはプー

ルも水泳部も存在しない高校の水泳選手。困難に

立ち向かい、力強く生きてきた彼女はある日のハプ

ニングを境に、一部の上流階級の子女のみが通う

という私立神話高校にスカウトされる。最上流階級

の美少年御曹司4人組、F4の支配下にある奇異な

秩序の学園。定規で測ったかのように綺麗に手入

れされた庭園に伸びる1本の雑草のように、浮いた

存在のジャンディは集団いじめを誘導するF4の赤札

にも屈せず、逆に宣戦布告をすることに…。 

 

 

「夏物語」 
韓国/2006 年/115 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 10/3（金）23：00～25：15 ほか 

出演：イ・ビョンホン（ソギョン）、スエ（ジョンイン）、オ・ダルス 

写真クレジット： ©2006 KM Culture Co., Ltd ALL RIGHTS RESERVED  

 

イ・ビョンホン＆スエ主演、大学時代に農村奉仕活動に

来た田舎の村で体験した現地の女性との初恋を一生 

抱いているひとりの男の最高の純愛ストーリー。 

 

60歳を超えた今も独身を貫き通す大学教授ユン・ソギョ

ン。ある日、彼の元に教え子の放送作家スジンが初恋の

人を探すテレビ番組のエピソードとして「先生の初恋の人

を番組で探したい」と訪ねてきた。困惑しつつもソギョン

はスジンに古びた本を差し出した。1冊の本をきっかけに

紐解かれるソギョンの初恋の秘密とは・・・？ 

 

1969年。世界中が人類初の月面着陸成功に熱狂し、ベトナム反戦学生運動など世界中の若者たちが自由

を渇望していた時代。独裁的政治体制のなか、誰もが自由を夢見ていた。ソウルの大学に通うソギョンは 

農村でボランティア活動をするため、夏休みに仲間とソウルから遠く離れた田舎町に滞在する。そこで、  

図書館で働く美しい女性ジョンインと出逢い、生涯一度だけの純粋さと情熱にあふれるかけがえのない愛を

知る。だが、政治に支配された時代の波は、2人の愛を容赦なく引き裂いた・・・。眩しいほど輝きに満ちた 

灼熱の夏、ソギョンは再び永遠の愛に出逢えるのだろうか。人生でいちばん輝きを放ったあの夏の光が、 

あなたの心を照らし出す。 
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「最強ロマンス」 
韓国/2007 年/109 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 10/17（金）23：00～25：00 ほか 

出演： イ・ドンウク（カン･ジェヒョク）、ヒョンヨン（チェ･スジン） 

写真クレジット： 2007©Showbox/ Mediaplex,Inc. All Rights Reserved. 

 

イ・ドンウク主演、“最悪”の出会いから始まる“最強”の 

ロマンチックコメディー。 

完璧なルックス、射撃と武術の腕も一流の正義感に溢れ

た刑事カン･ジェヒョクは人を追跡中に屋台でおでんを食べ

ていた女性記者チェ･スジンに追突。ジェヒョクの脇腹には

スジンが食べていたおでんの串が刺さってしまう。しかも、

この事故が記事になりジェヒョクは大恥をかく。一方、スジ

ンも大恥をかかされたことから運命の出会いは宿命の天

敵へと変わっていく。そんな2人が“チェ(最)･ガン(強)"報告

書のために同行取材することになるが･･･。 

正義感の強い特捜課の熱血刑事とペンで世の中が変わる

と信じている社会部のお間抜け記者が繰り広げるドタバ

タ・ラブロマンス！ 

 

 

「ウーマンズ・ビート ドラマスペシャル 溺れる人」 
日本/2005 年/105 分/HD 作品 

放送日時： 10/24（金）23：00～24：45 

出演： 篠原涼子（水沢麻里）、西島秀俊（水沢誠治）、室井滋（吉村加寿子）、前田吟（渡会耕作）、 

 栗原小巻（渡会文絵）、布施博（森原）ほか 

写真クレジット： ©NTV 

 

篠原涼子、西島秀俊共演、アルコール依存症に陥っ

た女性の壮絶な闘いを描く！ 

 

麻里は、優しい父・渡会耕作と、教育熱心で向上心の 

強い母・文絵に育てられ、東京の一流大学を卒業し、

ピアノの才能にも恵まれていた。26歳の時、麻里は 

故郷の長野県松本市を走る路線バスの運転手誠治

と恋におちゴールインした。ところが結婚後、誠治は

麻里の異常な嗜好が気になり始める。かなりの酒好

きだと気付き始めてはいたが、家にあればあるだけ

酒を飲み、酔って人格まで変わるようになっていた。 

そんなある日、麻里は実家に戻ったのがきっかけで、泥酔して誠治と揉み合いになり、思わぬ騒ぎを起こす。

麻里は誠治に自分がお酒を飲み始めたのは東京で仕事をしていた頃で、仕事も人間関係もうまくいかず 

お酒に頼るようになったと打ち明ける。しかしその後も、麻里の飲酒が止まることはなかった・・・。 
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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「メンズキッチン」のレシピなどの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 

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

