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Program Line-up 

2014 年 11 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  

2015年 1月のおすすめ番組 
 

「野王～愛と欲望の果て～」 
 
クォン・サンウ×スエ×ユンホ（東方神起）の超豪華トリプ
ル主演！韓国ドラマ史上最も美しい悪女をめぐる、最
も切ない愛憎劇！信じた愛に裏切られ復讐に燃える男、

自らの野望の果てに大統領夫人にまで上り詰めた女、
そして本当の愛を知らない巨大財閥の御曹司。3人の
運命が交錯する、哀しくも激しい愛と復讐の結末は─。 
 
 

「宮廷の秘密～王者清風」 
 
清の時代の中国に、ホームズを彷彿とさせる名探偵が
いた！？その男の名は“艾四（ガイシ）”、またの名を
“愛新覚羅 弘暦― そしてその正体は、清朝第6代皇
帝・乾隆帝だった！歴代皇帝によって封印された秘密

を解き明かす、歴史エンターテインメント超大作！ 
 
 

「１０人の泥棒たち」 
 
「星から来たあなた」でも共演したチョン・ジヒョン、   
キム・スヒョン他、豪華出演！アジア全域を駆けぬけ、
世界を熱狂の渦に巻き込んだ、最高傑作エンター   
テインメント！ 
 
 
 

「冬のソナタ」 
韓国KBSノーカット完全版 
 
ペ・ヨンジュン、チェ・ジウ主演。日本で韓流ブームの  
火付け役となったユン・ソクホ監督の「初恋の美しさ」を 
テーマに撮りあげたラブストーリー。 
 
 

© 2013 Inlook Vision All Rights Reserved. Coordinated 
by Asia Republic 

©COPYRIGHT 2012 SHOWBOX/MEDIAPLEX  
AND CAPTER FILE ALL RIGHTS RESERVED. 

©SBS 

©KBS Media, Pan Ent. 
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Program Line-up 

 

「野王～愛と欲望の果て～」 
韓国/2013 年/全 24 話/90 分/ノーカット字幕版/ HD 作品 

放送日時： 1/5（月）スタート 毎週（月）（火）21：30～ ほか  

出演： クォン・サンウ（ハリュ：「天国の階段」「誘惑」）、スエ（チュ・ダヘ：「ATHENA -アテナ-」「千日の約束」）  

 ユンホ（東方神起）（ペク・ドフン：「No Limit～地面にヘディング～」「夜警日誌」）ほか 

写真クレジット： ©SBS 

 

クォン・サンウ×スエ×ユンホ（東方神起）の超豪華  

トリプル主演！韓国ドラマ史上最も美しい悪女を 

めぐる、最も切ない愛憎劇！信じた愛に裏切られ 

復讐に燃える男、自らの野望の果てに大統領夫人

にまで上り詰めた女、そして本当の愛を知らない 

巨大財閥の御曹司。3人の運命が交錯する、哀しく

も激しい愛と復讐の結末は─。 

 

大統領夫人にある買収疑惑がもたれ、大統領府に

検察の家宅捜索が入る。そして、官邸に一発の  

銃声が響き渡った─。 

 

12年前― 装蹄師を目指して牧場で働くハリュは、7年前まで孤児院で共に過ごしたダヘと再会する。2人は 

程なく愛しあうが、人には決して言えない秘密を共有したまま時を過ごしていた。大学生となり就職活動を始め

たダヘは、憧れの大企業の面接に行く途中、満員電車の中で大事な靴を片方失くしてしまう。だが、裸足で  

面接を終えた失意のダヘの前に、失くしたはずの靴を持った男が現れる。それは大企業の若き御曹司、ドフン

だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【表記上の注意点】 
●タイトルは省略せず、サブタイトル ～愛と欲望の果て～ まで必ず表記してください。 
●ユンホの表記は ユンホ（東方神起） にてお願いします。 
※『東方神起のユンホ』 などは NG。（東方神起）の文字サイズ（級数）は名前より小さくしてください。 
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「宮廷の秘密～王者清風」 
中国/2013 年/全 38 話/60 分/ノーカット字幕/HD 作品/日本初放送 

放送日時： 1/5（月）スタート 毎週月-金 8：30～ほか 2 話連続放送  

出演： ミッキー・ホー（愛新覚羅 弘暦（乾隆帝）：「宮 パレス～時をかける宮女～」「美人心計～一人の妃と二

人の皇帝～」「傾城の雪」）、ジャン・モンジェ（宋田田：「紅楼夢～愛の宴～」）、マー・ウェンロン（葉滄雲：

「傾城の雪」）、ガオ・ヤン（李総児：「紅楼夢～愛の宴～」）、ワン・ヤーチャオ（高慶喜：『ウォーロード／男

たちの誓い』）、ケン・トン（愛新覚羅 胤禛（雍正帝））、トン・チェンチョン（愛新覚羅 胤禩（廉親王））、ワ

ン・リン（皇太后（鈕祜祿氏）：「宮廷の泪、山河の恋」「後宮の涙」） 

写真クレジット： © 2013 Inlook Vision All Rights Reserved. Coordinated by Asia Republic 

 

清の時代の中国に、ホームズを彷彿とさせる名探偵が     

いた！？その男の名は“艾四（ガイシ）”、またの名を    

“愛新覚羅弘暦―そしてその正体は、清朝第6代皇帝・   

乾隆帝だった！歴代皇帝によって封印された秘密を解き 

明かす、歴史エンターテインメント超大作！ 

 

清朝、雍正帝が国を治める時代。清の最盛期と言われる 

時代であったが、雍正帝には悩みがあった。それは後継者

問題。雍正帝には候補となる3人の皇子が居たが、どれもく

せ者ばかり。虎視眈々と皇位を狙う第3皇子で長兄の弘時。 

2人の兄に付きまとう弘昼。そして雍正帝一番の悩みの種が弘暦。勉強や政（まつりごと）よりも遊びを優先に  

するお調子者だ。その弘暦が長寿の秘訣を記した「洗髄経」と歴代皇帝の秘宝を探す冒険に臨み、そして様々な 

事件に巻き込まれながら清朝を揺るがす自身の出生の秘密に挑む！ 

 

「10 人の泥棒たち」 
韓国/2012 年/138 分/字幕・吹替/HD 作品 

放送日時： 吹替版：1/2（金）23：00～ 字幕版：1/11（日）18：00～  

出演/吹替：キム・ユンソク（マカオ・パク：『チェイサー』『哀しき獣』）/吹替：山寺宏一）、キム・ヘス（ペプシ：  

『風林高』『顔のない女』/吹替：朴璐美）、イ・ジョンジェ（ポパイ：『イルマーレ』『タイフーン』/吹替：平田広

明）、チョン・ジヒョン（イェニコール：『猟奇的な彼女』「星から来たあなた」/吹替：平野綾）、サイモン・ヤム（チ

ェン：『エグザイル／絆』/吹替：石塚運昇）、キム・スヒョン（ザンパノ：「星から来たあなた」「太陽を抱く月」/吹

替：野島健児）、キム・ヘスク（ガム：「冬のソナタ」/吹替：小山茉美） 

写真クレジット： © COPYRIGHT 2012 SHOWBOX/MEDIAPLEX AND CAPTER FILE ALL RIGHTS RESERVED. 

 

「星から来たあなた」でも共演したチョン・ジヒョン、キム・ 

スヒョン他、豪華出演！アジア全域を駆けぬけ、世界を 

熱狂の渦に巻き込んだ、最高傑作エンターテインメント！ 

集められたのは10人の“怪盗たち”。幻のダイヤモンド 

“太陽の涙”をめぐり争奪戦が始まった！ 

韓国を拠点に活動する窃盗団。美術館所蔵の秘宝強奪を

華麗に成功させた彼らはボスであるポパイのかつての  

パートナーだったマカオ・パクから巨大カジノでの新しい 

計画を聞かされる。集結した6人はそれぞれ人生最高の 

仕事を夢見て香港に向かう。指定された場所で彼らを待ち

受けていたのは中国人窃盗団の4人組。集められた  

“10 人の泥棒たち”に巻き起こる、どんでん返し連続の予

期せぬドラマが、壮大なスケールで繰り広げられていく。 
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「カレ、夫、男友達」 
日本/2011 年/全 8 話/60 分/HD 作品 

放送日時： 1/5（月）スタート 毎週（月）-（木）23：00～  

出演：  真木よう子（犬山治子）、木村多江（多田麻子）、夏帆（犬山育子）、ユースケ・サンタマリア（多田邦一）、

徳井義実（熊木圭介）、高畑淳子（犬山洋子）、長塚京三（草壁修司） 

原作：江國香織「思いわずらうことなく愉しく生きよ」 

写真クレジット： ©ＮＨＫ/テレパック  

 

「東京タワー」の江國香織原作、異なる価値観を持つ  

三姉妹それぞれの恋愛模様と、犬山家の家族が巻き 

起こす愛と絆の物語。 

犬山家の三姉妹の次女・治子は自由奔放なキャリア  

ウーマン。中東取材に出かけるカメラマンの恋人・ 

熊木をラブラブで見送るが、しばらくして元カレの八木

と偶然再会すると、簡単にベッドを共にする。長女の

麻子は、夫・邦一のDVにおびえながらも共依存の 

関係に縛られている。三女の育子は、恋愛感情が 

そもそも理解できない。そして、父・修司は、母・洋子

と離婚して今は若い女性と再婚しているが、なぜか 

両親は深い信頼で結ばれている。育子は、家族を捨てた父親に優しくする洋子の態度が許せないでいる―。  

三姉妹の恋愛は？両親の関係は？DVに苦しめられている麻子を助けられるのか？三姉妹を中心に巻き起こる 

ラブ＆スリルの連続に目が離せない！ 

 

「冬のソナタ」韓国 KBS ノーカット完全版 
韓国/2002 年/全 20 話/75 分～90 分/字幕 

放送日時： 1/5（月）スタート 毎週（月）-（木）20：00～ほか  

出演： ペ・ヨンジュン（チュンサン/ミニョン）、チェ・ジウ（ユジン）、パク・ヨンハ（サンヒョク）、 

 パク・ソルミ（チェリン）、イ・ヘウン（チンスク）、リュ・スンス（ヨングク）、ソン・オクスク（ミヒ）ほか 

写真クレジット： ©KBS Media, Pan Ent. 

 

ペ・ヨンジュン、チェ・ジウ主演。日本で韓流ブームの火付け役

となったユン・ソクホ監督の、「初恋の美しさ」をテーマに撮り

あげたラブストーリー。 

ユジンの高校にチュンサンが転校して来た。どこか暗い影の

ある彼だったが、2人はだんだんと惹かれ合っていく。それは

ユジンにとってまさに初恋だった。しかし、繁華街で待ち合わ

せをした大晦日の夜、チュンサンは交通事故で帰らぬ人と 

なる。10年後、ユジンは幼なじみで、ずっと彼女のことを想い

続けていたサンヒョクと婚約をする。そんなある日、同窓会で

友人チェリンがチュンサンとうりふたつの恋人、ミニョンを連れ

てくる。別人とわかっていても、次第にミニョンに惹かれていく

ユジン。そしてミニョンもユジンに惹かれ始めていると気付い

たチェリンは様々なやり方で2人を引き離そうとする。一方、 

高校時代にチュンサンにユジンを取られた痛手を抱える   

サンヒョクは、彼女との結婚を急ぐが・・・。 
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「Ｍ（エム）」 
韓国/2007 年/109 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 1/9（金）23：00～25：00 

出演：  カン・ドンウォン（ハン・ミヌ）、イ・ヨニ（ミミ）、コン・ヒョジン（ウネ） 

写真クレジット： ©2007 M&FC, Production M. All Rights Reserved 

 

天才ベストセラー作家が見た、初恋の記憶を紐解く白日夢…トップスター、  

カン・ドンウォン主演、幻想的な映像美で綴るミステリー・メロドラマ。  

人気ベストセラー作家ハン・ミヌは、ウネとの結婚を控えていたが、スランプ状

態だった。不眠症に悩まされ、誰かに見られているような神経過敏に陥った彼

は、ある日、夢遊病のように路地裏のバー＜ルパン＞のドアを開く。そこで彼

は、紫の服の少女ミミと出逢った。数日後、久しぶりに帰郷したミノは、ミミが初

恋の相手だったと思い出すが、彼女のゆくえを知る者は、誰もいなかった…。 

 

「仁寺洞スキャンダル～神の手を持つ男～」 
韓国/2009 年/110 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 1/16（金）23：00～25：00 

出演： キム・レウォン（イ・ガンジュン）、オム・ジョンファ（ペ・テジン）、イム・ハリョン、ホン・スヒョン、キム・ジョンテ 

写真クレジット： ©2009 SSAMZIE & INVISION AND SK TELCOM ALL RIGHTS RESERVED 

 

キム・レウォン主演、誰もが騙す、騙される。朝鮮時代の幻の名画復元を  

巡るアート・サスペンス！ある日、仁寺洞の骨董街を牛耳るギャラリーの  

オーナー ペ・テジンは、朝鮮王朝期を代表する水墨画家 安堅の幻の名画

「碧眼図」を手に入れる。修復に成功すれば、時価数千億にもなるというこの

水墨画の発見は、韓国内のみならず世界的な注目を集める。この国家的な

規模となる修復プロジェクトのために雇われたのが、神の手を持つと言われ

ながらもある事件により表舞台から消え去っていた天才修復士イ・ガンジュ

ン。プロジェクトはイ・ガンジュンの登場により、更なる注目を浴びていく。   

しかし、その裏では、ペ・テジン、イ･ガンジュン、仁寺洞のギャラリーの    

オーナーたちなど様々な人物による、様々な思惑が蠢いていた････。 

 

「マイ PS パートナー」 
韓国/2012 年/114 分/字幕/R-15 版/HD 作品 

放送日時：1/23（金）23：00～25：15 

出演： チソン（ヒョンスン「ボスを守れ」「秘密」）、キム・アジュン（ユンジョン『カンナさん、大成功です！』）、 

 シン・ソユル（「マイダス」）、カン・ギョンジュン 

写真クレジット： ©2012 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved 

 

チソン＆キム・アジュンが贈るちょっぴり大人のロマンティック・ラブコメ

ディ！失恋したことで、何事にもやる気のおきない日々を過ごしている

ヒョンスン。ある日、彼のもとに見知らぬ番号から電話がかかってくる。

その電話の女は、突然甘えた声で彼を誘惑してきた。誰とも分からな

い相手にも関わらず、興奮を抑えられなくなったヒョンスンは、とうとう

自分を解放してしまう。その電話の主は、彼氏とのマンネリな関係を

解消しようと、サプライズで大胆な行動に出たユンジョン。なんと彼女

は電話番号を間違えていたのだった！間違い電話から始まるふたり

の奇妙な関係。会ったこともなければ、顔も知らないふたりは、PS 

（フォンセックス）を通じて、次第に心をかよわせていくのだが―。 
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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： 毎週（火） 24：00～ほか  ※2nd シーズンは 2015 年夏放送予定！ 

出演： #9 鈴木砂羽、 #10 大和田美帆、 #11 小島聖 ほか 

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」（ポプラ社刊） 

【トークバラエティ「未婚女子座談会」】 

出演：大島麻衣、さとう珠緒、ジェーン・スー、たんぽぽ白鳥久美子、橋本マナミ（五十音順） 

【アニメ「キョートカクテル」版】 

声の出演：高阪勝之、福井菜月、稲森明日香、酒井善史、石田剛太、諏訪雅 

監督・脚本：石田剛太 企画・制作：ヨーロッパ企画  

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・スー原作、女性たちから大きな支持を得る“逆”結婚 

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 

9 1/6 鈴木砂羽 楠野一郎 大内隆弘 

・彼に野菜を食べさせようと奮闘している 

・彼に転職を勧めたことがある 

・結婚したいと思っていることなど、おくびにも出したことがない 

10 1/13 大和田美帆 福田雄一 福田雄一 

・電話一本で、すぐ駆けつける。 

・女子力が高まりすぎている。 

・彼の親に嫌われているらしい。 

11 1/20 小島聖 永田優子 大内隆弘 

・あなたが泥酔するたび、彼に「結婚しないの?」と聞き続けている 

・彼の言う「仕事が落ち着いたら」「もっと稼げるようになったら」が実現する日が 

来ると、信じている 

・ダメな男ばかり好きになる 
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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YouTube限定動画など配信

中！ 

 

12 1/27 
トークバラエティ「未婚女子座談会」①＆ 

アニメ「キョートカクテル」版② 

 
・「彼の方が稼ぎが少ないことをあなたはなんとも思っていないが、 
買い物に行くとあなただけ大人買いをする。」① 

・「ホワイトデーやクリスマス、誕生日に彼がプランしたロマンチックな 
演出を、受け止めなかった。」② 

・「『アルマゲドン』を観て泣いている彼を、バカにした。」① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

トークバラエティ「未婚女子座談会 

アニメ「キョートカクテル」版 

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/

