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2014年 9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 11月のおすすめ番組 
 

ＬａＬａドラ「私たちがプロポーズ 
されないのには、 
101の理由があってだな」 
 
“未婚のプロ”、ジェーン・スーによる独身女性へ
の指南書「私たちがプロポーズされないのには、
101の理由があってだな」を、豪華俳優＆スタッ
フを迎えて女性チャンネル♪LaLa TVがドラマ
化！ 
 
気づけばアナタも、未婚のプロ！？ 
すべての”未婚のプロ（&予備軍）”に捧げる人間  
洞察エンターテインメント！ 
 
 

 
 

「宮廷の泪、山河の恋」 
 
清朝初期の王家の人々の愛憎劇を描いた歴史  
エンターテインメント超大作！ 
ホルチン部首長の娘で、“幸運の星”の下に生まれ
た玉児。その宿命ゆえ、彼女の行く手には、過酷な
運命が待ち構えていた…。 
 
 

「春のワルツ」 
 
ソ・ドヨン、ハン・ヒョジュ出演、ユン・ソクホ監督に 
よる人気四季シリーズ最終章。冬景色のウィーンや、
菜の花畑の広がる青山島などの美しい風景の中で 
繰り広げられる、4人の男女のラブストーリー。 
 
 
 
 

©2012 Yuzheng Studio All Rights Reserved.  
提供：ｱｼﾞｱ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 7周年 

©2006 YOON’S COLOR  



 

 

 

Program Line-up 

 

LaLa ドラ 「私たちがプロポーズされないのには、 
101 の理由があってだな」 1ｓｔシーズン 

日本/2014年/全 16話/30分/HD作品 

放送日時： 11/4（火）スタート 毎週（火） 24：00～ほか  ※2ndシーズンは 2015年夏放送予定！ 

出演： ＃1：市川実和子、谷村美月、山本裕典、池田鉄洋、＃2：平山あや、駿河太郎、阿部力、 

  ＃3：酒井若菜、佐藤二朗  

原作：ジェーン・スー「私たちがプロポーズされないのには、101の理由があってだな」（発行元：ポプラ社） 

写真クレジット： ©女性チャンネル♪LaLa TV  

 

“未婚のプロ”、ジェーン・スーによる独身女性への指南書 

「私たちがプロポーズされないのには、101 の理由があってだ

な」を、豪華俳優＆スタッフを迎えて女性チャンネル♪LaLa 

TVがドラマ化！  

 

「友達から『とても結婚願望があるように見えない』と言われる。あなたが。」 

「まだ本気出していないだけで、本気を出せばどうにかなると思っている。」 

「病めるときも健やかなるときも、バカ笑いできる女友達に囲まれている。」 

 

なかなか結婚できない、プロポーズされない女には１０１の理由があった！？知らず知らずのうちにやってしま

っているアレコレを、笑って泣いて喋って楽しむ１０１通りの“逆”結婚指南。気づけばアナタも、未婚の     

プロ！？すべての”未婚のプロ（＆予備軍）”に捧げる人間洞察エンターテインメント！ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

# 放送日 出演」 脚本 監督 エピソード 

1 11/4 

市川実和子 

谷村美月、 

山本裕典 

池田鉄洋 

渡辺千穂 本橋圭太 

・独身の楽しさが半減するなら結婚しない方がマシ 

・泥酔した彼の甘い言葉を全て信じてる 

・鉄を熱いうちに打たなかった。むしろ冷や水をぶっかけた 

2 11/11 

平山あや 

駿河太郎 

阿部力 

永田優子 本橋圭太 

・全て彼の好みに合わせている 

・彼と連絡が取れないとき、連続で 3 通以上の、メールを入れたり、 

留守電を残しまくったりする 

・「こないだ○○って言ったのになんで？」と彼の言質を取りたがる 

3 11/18 
酒井若菜 

佐藤二朗 
佐藤二朗 石井聡一 

・トイレの便座が上がっていて切れたことがある 

・どうでもいいことでも勝つまで口論してしまう 

・どこからどう見ても私にかわいげがない 

4 11/25 バラエティ＆アニメ（ヨーロッパ企画） 
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「宮廷の泪、山河の恋」 
中国/2012年/全 36話/60分/ノーカット字幕版/HD作品/CS初放送 

出演： ユエン・シャンシャン（玉児“ユアル”：「王の女たち～もうひとつの項羽と劉邦」）、ハウィック・ラウ 

 （ホンタイジ「千山暮雪」）、ハン・ドン（ドルゴン：「宮廷女官 若曦（ジャクギ）」「蘭陵王」）、  

 チャン・モン（海蘭珠“ハイランチュウ”：「シンデレラの法則」）、 

 エイダ・チョイ（哲哲“ジャジャ”：「宮廷の諍い女」） 

放送日時： 先行放送 11/1（土）18：00～21：30 ＃1-4 

 レギュラー放送 11/10（月）スタート、毎週（月）-（金）8：30～2話連続 

写真クレジット： ©2012 Yuzheng Studio All Rights Reserved. 提供：ｱｼﾞｱ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 7周年 

 

清朝初期の王家の人々の愛憎劇を描いた歴史エンター

テインメント超大作！ 

ホルチン部首長の娘で、“幸運の星”の下に生まれた 

玉児。その宿命ゆえ、彼女の行く手には過酷な運命が 

待ち構えていた…。時は明代末期。後金のハン：ヌルハ

チは天下統一をなしえぬまま逝去。後継者には第 4子の

ホンタイジか、第 14 子のドルゴンが有力だったが、ヌル

ハチの最期を看取ったモンゴルの首長の娘・玉児の証

言により、ホンタイジがハンを継承することになる。 

ホンタイジの正室は玉児の叔母・哲哲だった。玉児はホンタイジを密かに慕っていたが、玉児に“天下の母”

になるとのお告げがあったことを知ったホンタイジは、玉児を側室に迎える。玉児に思いを寄せていたドルゴ

ンは、ホンタイジを必ず超えてみせると誓うのだった。一方、玉児には海蘭珠という異母姉がいた。海蘭珠は

母が使用人のため周囲からは“不幸の星”の下に生まれたと疎んじられていた。そんな海蘭珠は、玉児の母

親に恋人と母親を殺された復讐をするため、ホンタイジの側室になる。異母姉が愛する人の側室になったこと

で大きなショックを受ける玉児だったが、これは長きに渡る後宮での哀しい闘いの幕開けに過ぎなかった…。 

 

「春のワルツ」 
韓国/2006年/全 20話/75分/字幕/ディレクターズ・カット版/HD作品 

放送日時： 11/20（木）スタート 毎週（月）-（木）20：00～ほか  

出演： ソ・ドヨン（ユン・ジェハ（チェハ））、ハン・ヒョジュ（パク・ウニョン）、 

 ダニエル・ヘニー（フィリップ・ローゼンタール）、イ・ソヨン（ソン・イナ）、 

 チェ・シウォン（パク・サンウ）、キム・ヘスク（チョ・ヤンスン） 

監督：ユン・ソクホ（「冬のソナタ」「ラブレイン」）  

写真クレジット： ©2006 YOON’S COLOR  

 

ソ・ドヨン、ハン・ヒョジュ出演、ユン・ソクホ監督による人気四季シリーズ

最終章。冬景色のウィーンや、菜の花畑の広がる青山島などの美しい 

風景の中で繰り広げられる4人の男女のラブストーリー。 

ウニョンは韓国のクリスタル・デザイン・コンテストで優勝し、ボーナスツア

ーでオーストリアへと向かっていた。その飛行機で隣にすわっていた女性

イナは、幼なじみの世界的ピアニスト・チェハに会いに行くのだという。  

しかし空港にイナを迎えに来たチェハのマネージャー・フィリップは、イナとウニョンを取り違えてひと騒動。 

誤解が解け、ようやくチェハの元へとやってきたイナだったが、チェハはイナを覚えていなかった！15年前とは

いえ、結婚の約束までしていたのに…。一方、フィリップは街中で再び出会ったウニョンに道案内をかって出、

別れ際にチェハのコンサートのチケットをプレゼントする。翌日、コンサート会場へ向かう電車に乗ったウニョ

ンは、たまたま同じ客室に乗り合わせたチェハに話しかけるが会話がかみあわず気まずい思いをする。さら

に、ウニョンが荷物の中に入れていたコチュジャンをチェハに浴びせてしまい、すっかり怒らせてしまう…。 
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「恋も２度目なら」 
日本/1995年/全 10話/60分（＃10のみ 90分） 

放送日時： 11/12（水）スタート 毎週月-木 23：00～  

出演： 明石家さんま（三上耕介）、浅田美代子（三上紀子）、村嶋亜矢香（三上由香）、 

 佐藤浩市（小野新三郎）、羽野晶紀（鷺ノ宮小町）、葉月里緒奈（岡崎麻由美）、 

 中山エミリ（岡崎加奈子）、川上麻衣子（深町江利子）、松岡俊介（下村真） 

主題歌：「二人は恋人」 唄・森高千里 

写真クレジット： ©NTV  

 

明石家さんま、佐藤浩市共演のラブコメディ！ 

大手コンビニエンスストアの商品開発部に勤める三上 

耕介は、単身赴任していた大阪から戻って早々、妻・  

紀子に離婚届を突き付けられた。変化のある生活をした

いという紀子は、耕介のスーツの内ポケットにあったと 

いう“浮気の証拠”のイヤリングを見せて意気揚々。  

そのまま、娘の由香を連れ、実家に帰ってしまった。  

会社では、年下だが上司のバツイチ二枚目課長・小野 

新三郎が着任しており、耕介はクサリっぱなし。そんな 

耕介に、大阪の愛人・鷺ノ宮小町から、東京にやってき

た、との連絡が入った。 

 

 

 

「6 年目も恋愛中」 
韓国/2008年/112分/字幕 

放送日時： 11/7（金）23：00～25：15 

出演： キム・ハヌル（タジン：「紳士の品格」『きみはペット』）、 

 ユン・ゲサン（ジェヨン：「最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～」） 

写真クレジット： ©2008 STUDIO2.0 copyright reserved.  

 

「紳士の品格」のキム・ハヌルと「最高の愛～恋はドゥ 

グンドゥグン～」のユン・ゲサン共演！仕事でも恋愛で

も成功を目指す編集者のタジンと、魅力いっぱいの  

ホームショッピングのプロデューサー・ジェヨンとの6年

に及ぶ波乱万丈な恋愛エピソードと、倦怠期に陥った

カップルの悲喜こもごもを等身大に描くラブコメディ。 

大学のサークルで出逢ったジェヨンとタジン。付きあい

始めた頃は、デートでの別れさえも名残惜しかったふた

りの恋愛は、6年後もまだ続いていた。長期恋愛のノウ

ハウを綴ったマニュアル本でベストセラーを狙うタジン

は仕事でも出世を目指し、ホームショッピングのプロデ

ューサー・ジェヨンは友達の愛情相談にも応じている。

そんな順風満帆に見える彼らにも、互いに人知れぬ 

不満が溜まっていた…。 
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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！ 

 

 

「私の恋」 
韓国/2007年/111分/字幕/HD作品 

放送日時：  （金）23：00～25：15ほか 

出演： カム・ウソン（セジン「恋愛時代」『王の男』）、チェ・ガンヒ（チュウォン「ボスを守れ」「７級公務員」）、

 オム・テウン（ジンマン「魔王」『建築学概論』）、チョン・イル（チウ「お嬢さまをお願い！」「太陽を抱く

月」）、イ・ヨニ（ソヒョン「ミスコリア」『百万長者の初恋』）、リュ・スンリョン（ジュンソク『7番房の奇跡』） 

写真クレジット： ©2008 Big House/Vantage Holdings. All Rights Reserved. 

 

5 組のカップルによる 5 つの恋愛エピソードを豪華俳優陣

で描く、心温まるロマンティックなラブコメディ。 

地下鉄運転手のセジンは風変わりなチュウォンを愛しすぎ

ている。片想いの先輩チウをソヒョンは飲みに誘った。  

広告代理店勤務のスジョンは、コピーライターでシングル

ファーザーのジュンソクに秘かな想いを。ジンマンは別れ

た恋人と再会するため、6年ぶりに帰国する…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

 

株式会社日宣 コンテンツ制作部編集課 ジュピター校正窓口  

Tel：050-5893-4118   Fax：03-3295-8094  e-mail: publicity@nissenad.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/

