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Program Line-up 

2014 年 12 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  

2015年 2月のおすすめ番組 
 

「続・宮廷女官 若曦（ジャクギ）～輪廻の恋」 
 
中国宮廷ドラマブームの火付け役「宮廷女官   
若曦（ジャクギ）」待望の続編が登場！舞台は 
清の時代から現代の北京へと移り、再び時空を

超えて若曦と第4皇子の甘く切ない愛と感動の
ストーリーが展開される！ 
 
 
 

「DREAM CONCERT  
2014 in 慶州」 
 
EXO-K、KARAな ど、豪華 K-POP アーティストが  
大集合！2014年9月に韓国で開催されたDREAM 

CONCERTを日本初放送！ 
 

「No Limit 
～地面にヘディング～」 
 
ユンホ（東方神起）が俳優としてドラマ初主演！ 
恋 に 夢 に 迷 い な が ら も 全 力 で ぶ つ か っ て い く      
若者たちを爽快に描く青春ラブコメディ！ 
 
 

「花よりおじいさん２ 
（スペイン編）」 
 
韓国で“おじいさんブーム”を巻き起こしたイ・ソジン
とベテラン俳優によるドタバタ海外旅行記のシーズ
ン2が登場！今回の目的地は情熱の国スペイン！
おじいさん達の新たな旅が始まる！ 
 

 

 

©韓国芸能製作者協会  

©MBC 2009 All Rights Reserved. 

©2014 天津唐人影視有限公司 All Rights Reserved.  
提供：アジア・リパブリック 7 周年 

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

 

「続・宮廷女官 若曦（ジャクギ）～輪廻の恋」 
中国/2014 年/全 39 話/60 分/ノーカット字幕版/ HD 作品/CS 初放送 

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

出演： リウ・シーシー（張暁、藍蘭）、ニッキー・ウー（殷正）、スン・イーチョウ（康司瀚）、 

 ジャン・ジンフー（康司宇）、アニー・リウ（馬伊諾）、ダミアン・ラウ（康震天）、イエ・チン（孟心怡）、 

 チェン・シャン（黄棣）、チャオ・チュールン（韓青）、イエ・ズーシン（ジャック）、ツァイ・ヤートン（莫小荷）、 

 イーコー・ツェン（鈴鐺） 

写真クレジット： ©2014 天津唐人影視有限公司 All Rights Reserved. 提供：アジア・リパブリック 7 周年 

 

中国宮廷ドラマブームの火付け役「宮廷女官 

若曦（ジャクギ）」待望の続編が遂に登場！   

現代の女性が清の時代にタイムスリップし9人の

皇子たちによる皇位争い“九王奪嫡”に巻き込ま

れながらも、時空を超えた運命の愛を描き、  

人気を博した「宮廷女官 若曦（ジャクギ）」。  

その続編となる本作では、舞台が清の時代から

現代の北京へと移り、再び時空を超えて若曦と

第4皇子の甘く切ない愛と感動のストーリーが 

展開される！ 

 

18世紀の清の時代から再びタイムスリップし、現代に目覚めた張暁は“若曦”の記憶がうすれていた。      

だが、博物館で第4皇子にそっくりの殷正と出会い、彼を追って大企業・震天グループに入社する。そこには、 

康熙帝に似た会長や、第10皇子に似たジャック、そして自分と瓜二つの人物が待っていた。接点を失くしたかに

見えた張暁と殷正だったが…。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前作に出演したリウ・シーシー、ニッキー・ウー、ダミアン・ラウ、イエ・ズーシンらが本作にも出演。新キャストを 

迎え、張暁が生きる現代を舞台にしながら、前作で張暁がタイムスリップした清朝の人々を彷彿とさせる     

キャラクターが登場する。後継者問題に頭を悩ませる康震天/康熙帝（キャスト同一人物）と、その争いに巻き込

まれる殷正/第四皇子（キャスト同一人物）、康司瀚/第八皇子、康司宇/第十四皇子や、張暁（若曦）に対して何

かとちょっかいを出すジャック/第十皇子（キャスト同一人物）など、前作と合わせて、より深く楽しめる内容となっ

ている。 
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「DREAM CONCERT 2014 in 慶州」 
韓国/2014 年/120 分/HD 作品/字幕/日本初放送 

放送日時： 2/13（金）23：00～25：00 ほか  

出演： EXO-K、KARA、SISTAR、4Minute、VIXX、BTOB、Block B、Ailee、Secret､B.A.P、Crayon Pop、T-ARA、

Dal★Shabet、Kidoh(ToppDogg)、F.CUZ、GOT7、BESTie、TOUCH、Say yes、DICKPUNKS、HALO、 

 Red Velvet、少年共和国、LU:KUS 

写真クレジット： ©韓国芸能製作者協会   

 

EXO-K、KARA など、総勢 24 組の豪華 K-POP アーティストが大集合！2014 年秋、世界文化遺産指定都市の慶

州で開催されたスター勢揃いの夢のコンサートの模様を日本初放送！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「No Limit～地面にヘディング～」 
韓国/2009 年/全 16 話/90 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時： 2/15（日）スタート、毎週日 12：00～連続放送  

出演： ユンホ（東方神起）（チャ・ボングン：「野王～愛と欲望の果て～」）、Ara（カン・ヘビン：「応答せよ 1994」）、

イ・ユンジ（オ・ヨニ：「ドリームハイ」）、イ・サンユン（チャン・スンウ：「いとしのソヨン」）、 

 ユン・ヨジョン（エジャ：「花よりお姉さん」「棚ぼたのあなた」） 

写真クレジット： ©MBC 2009 All Rights Reserved.  

 

ユンホ（東方神起）が俳優としてドラマ初主演！  

恋に夢に迷いながらも全力でぶつかっていく若者 

たちを爽快に描く青春ラブコメディ！ 

チャ・ボングンは、卓越した才能を秘める熱血  

サッカー選手。しかし、突然チームの解散が決まり、

プロの道を諦めて働くことを決心する。一方そんな

ボングンの才能を見抜いたスポーツエージェント

のカン・ヘビンは、ボングンをスカウトしようとする

のだが、その矢先に自分が事務所を解雇されてし

まう。さらに車が故障してしまい、ドシャ降りの中で

立ち往生。そんな時、偶然通りかかった屋台を引く

ボングンと運命的に出会う・・・ 

 
【表記上の注意点】 
●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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「花よりおじいさん２（スペイン編）」 
韓国/2014 年/90 分/全 8 話/HD 作品/字幕/CS ベーシック初放送 

放送日時： 2/7（土）スタート 毎週（土）（日）8：00～ 再：20：30～  

出演：  イ・ソジン、イ・スンジェ、シン・グ、パク・グンヒョン、ペク・イルソプ 

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

 

韓国で“おじいさんブーム”を巻き起こした超人気バラ

エティのシーズン2が登場！平均年齢74歳、日本でも

人気の韓国ドラマに多数出演する大御所俳優、イ・スン

ジェ、シン・グ、パク・グンヒョン、ペク・イルソプの4人が、

お世話役の俳優イ・ソジンと一緒にバックパック旅行に

出るドタバタトラベル・バラエティ。今回の目的地は  

情熱の国スペイン！フランス、スイス、台湾に続き、  

おじいさん達の新たな旅が始まる！ 

ス ペ インは 国土 が広く 、英 語が 通 じな い う えに 、    

イスラムとアラブの影響を受けた独特の文化の国。 

今回は旅費削減のためにいつも旅をリードしてくれるイ・ソジンが1日遅れて出発することに。さらに、旅のお小

遣いまで減らされてしまい不穏な空気が漂う中、最年長イ・スンジェのリーダーぶりが発揮されるが･･･。何が起

きるか全く予想のできないおじいさん達のスペイン旅行がスタートする！ 

 

 

 

「胡桃の部屋」 
日本/2011 年/全 6 話/60 分/ HD 作品/CS 初放送 

放送日時： 2/9（月）スタート 毎週（月）～（木）23：00～  

出演： 松下奈緒（三田村桃子）、原田泰造（都築実）、井川遥（清水咲良）、臼田あさ美（三田村陽子）、 

 瀬戸康史（三田村研太郎）、西田尚美（恩田節子）、蟹江敬三（三田村忠）、竹下景子（三田村綾乃） 

原作： 向田邦子 

写真クレジット： ©NHK 

 

今なお人気を誇る作家・向田邦子の同名原作を  

25年ぶりにドラマ化。 

1980年ごろの東京。頑固者の父・三田村忠と良妻

賢母を絵に描いたような母・綾乃、性格の違う3人の

娘・咲良、桃子、陽子に、末っ子ながら家族思いの

息子・研太郎は、平穏な日々を送っていた。しかし、

ある日突然、いつもどおりに出勤したはずの忠が、

姿を消してしまう。１か月たっても消息がつかめない

ことに業を煮やした桃子は、忠の部下だった都築に

連絡。そこで、父がリストラに遭い、今はよその女性

と暮らしているという衝撃の事実を聞かされる。 

父の失踪は、やがて家族それぞれの、自分でさえ気づかなかった心のひずみを浮き上がらせていく。生真面目

で不器用な桃子は崩壊寸前の一家を守ろうと奮闘するが、はたして三田村家の家族の絆を取り戻すことができ

るのか―。 
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「ごめん、愛してる」 
韓国/2004 年/全 16 話/75 分 or90 分/ノーカット字幕版 

放送日時： 2/9（月）スタート 毎週（月）-（木）20：00～ほか  

出演： ソ・ジソブ（チャ・ムヒョク）、イム・スジョン（ソン・ウンチェ）、ジョン・ギョンホ（チェ・ユン）、 

 ソ・ジヨン（カン・ミンジュ）、チェ・ヨジン（ムン・ジヨン）ほか 

写真クレジット： ©2005 KBS/KBS Media 

 

ソ・ジソブ主演、決して報われることのない無償の愛が織り 

成す究極の恋愛物語。幼い頃オーストラリアへ養子にださ

れるが、養父母に捨てられストリートチルドレンとして育った

ムヒョク。初恋の人を救ったときに撃ち込まれた銃弾は、 

彼の誇りになっている。が、彼を支えてくれていたその初恋

の人は、彼の元を立ち去り、彼に忌まわしい祖国である  

韓国へ帰れと言い放つ。そして韓国に戻ったムヒョクは、 

そ の 地 で 自 分 の 出 生 の 事 実 を 知 る こ と に な る ・ ・ ・      

一方、ウンチェは、幼馴染みのミュージシャン、ユンをずっと

想い続けている健気なスタイリスト。ある日、彼女の前に 

最高に無礼な男が現れる。ユンのマネージャーだという  

その男にうんざりしながらも、ウンチェはだんだん目が離せ

なくなり・・・。 

 

「グッドモーニング・プレジデント」 
韓国/2009 年/132 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 2/27（金）23：00～25：30 

出演： チャン・ドンゴン（チャ・ジウク：「紳士の品格」）、 イ・スンジェ（キム・ジョンホ：「花よりおじいさん」）、  

 コ・ドゥシム（ハン・ギョンジャ）、 ハン･チェヨン（イヨン）、チャン・ヨンナム 

写真クレジット： ©2009 CJ ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED 

 

チャン・ドンゴン主演で贈るヒューマンドラマ！ 

任期終了まで半年となった大統領キム・ジョンホは、 

前職大統領の恩赦案が紛糾し、苦労している。そんな

ある日、イベントで応募したロトが当たり、244億ウォン

の当選者となる。しかし当選の暁には全額寄付すると

宣言したことを思い出す。豊かな老後をとるか宣言を 

守るかが彼の最大の悩みになり…  

半年後。そのキム大統領の盟友の息子、チャ・ジウク

は最年少で野党の総栽となり、大統領に就任する。 

妻と死別し5歳の息子を男手ひとつで育てている彼は、

キム大統領の娘で初恋の相手だったイヨンの帰国に 

動揺する。彼は、北朝鮮、日本、米国と渡り合い、朝鮮

半島を巡る一触即発の危機を脱するが、市内視察の 

イベント会場で謎の男に襲われて…。 

キム・ジョンホ政権では法務部長官、チャ・ジウク政権では野党の総裁を歴任したハン・ギョンジャは韓国初の 

女性大統領に就任する。だが多忙な妻ギョンジャと共に青瓦台暮らしを強いられたことになった夫のチャンミョン

は、ストレスを溜め込む。思わず青瓦台のルールを破りギョンジャの支持率低下を招いてしまったチャンミョンは、

その責任をとろうと離婚を切り出すが… 
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「痛み」 
韓国/2011 年/104 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 2/6（金）23：00～25：00 ほか 

出演： クォン・サンウ（ナムスン：「野王～愛と欲望の果て～」）、 

 チョン・リョウォン（ドンヒョン：「サラリーマン楚漢志」）、マ・ドンソク 

写真クレジット： ©2011 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved. 

 

「野王～愛と欲望の果て～」のクォン・サンウ主演。   

深く静かに痛みを伴う、究極のラブストーリー。幼い頃の

交通事故で家族を一度に失い、事故の後遺症で痛みを

感じなくなった男、ナムスン。痛覚だけでなく味覚や皮膚

感覚もなく、涙を流すこともない。少年院で知り合った 

兄貴分ボンノの使い走りとして借金の取り立てをしながら、

毎日を無気力に生きていた。そんなある日、ナムスンは

取り立て先でドンヒョンという女と出会う。ドンヒョンは  

道端で手作りのアクセサリーを売って、死んだ父親の 

借金を返していた。ナムスンの脅しにも怖じ気づくことなく、

逆に喰ってかかるドンヒョンに不思議な感情を抱き始め

るナムスン。一方、ドンヒョンもいつも傷だらけのナムスン 

を痛々しい思いで見つめるようになる。やがて、ナムスンは行くあてのないドンヒョンを自分の家に連れてくる。 

同居を始めたふたりは、時にいがみ合いながらも次第に距離を縮めていく。ドンヒョンはナムスンの事故のいきさ

つを、ナムスンはドンヒョンがわずかな痛みや出血が致命傷になる血友病患者だと知る。2人は互いの“痛み” 

を知って相手への愛を深めていく。 

 

「ワンドゥギ」 
韓国/2011 年/108 分/字幕/ HD 作品 

放送日時：2/20（金）23：00～25：00  

出演： ユ・アイン（ワンドゥク：「トキメキ☆成均館スキャンダル」「密会」）、 

 キム・ユンソク（ドンジュ：『10 人の泥棒たち』『チェイサー』）、パク・スヨン、イ・ジャスミン、キム・サンホ、 

 キム・ヨンジェ、パク・ヒョジュ、カン・ビョル 

写真クレジット： ©2011 CJ E&M CORPORATION,ALL RIGHTS RESERVED 

 

「密会」のユ・アイン主演！韓国のベストセラーが原作の

大ヒットヒューマンドラマ。他人よりも背が小さいが、自分

には誰よりも大きい存在である父と、いつからか家族に

なってしまった叔父とともに暮らす高校生のワンドゥク。 

貧しく不遇な家庭環境のせいで勉強もできない問題児 

だが、ケンカだけは誰にも負けない。持っているものも、

夢も、希望もないワンドゥクが切実に望んでいることは、

担任の先生ドンジュが消えること！ことあるごとに干渉 

するうえ、なんと隣の屋根部屋に住みながら人のことを

呼びつける“クソドンジュ”だ。今日もワンドゥクは教会を 

訪ねては必死に祈りをささげる。 「お願いです。クソドンジュを殺してください！」口さえ開けば卑劣な言葉、自習

は自律にまかせるという独特の教育感で、学生たちに“クソドンジュ”と呼ばれるドンジュ。特にワンドゥクには無

限の関心を持っているドンジュは、学校では隠したいと思っている家族のことや私生活を暴露してはワンドゥクに

恥ずかしい思いをさせ、家へ来れば学校でもらったパンさえ奪うなどしてワンドゥクを苦しめる。真夜中に押しか

けてはワンドゥクの父親とお酒を飲むなどやりたい放題。そんなある日、存在さえ知らずにいた実の母に会って

みろというドンジュのおせっかいに、ワンドゥクはこれ以上堪えることができずに家出を計画するが・・・ 
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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： 佐藤めぐみ、木南晴夏、井上和香、谷村美月ほか 

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） 

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 主演 脚本 監督 エピソード 

13 2/3 佐藤めぐみ 藤井清美 御法川修 

・彼の名字の下につける、画数のよい男女の名前をすでに調べ上げている。 

・彼には手ごわい姉妹がいる。 

・友達から『とても結婚願望があるようには見えない』と言われる。あなたが。 

14 2/10 木南晴夏 福田雄一 福田雄一 

・彼が連れて行ってくれるレストランで、必ず空調や店員の態度にケチをつける。 

・女友達や家族よりも、彼を優先することが圧倒的に多い。 

・自分の愚痴は言うが、相手の愚痴は聞き流している。 

15 2/17 井上和香 渡辺千穂 大内隆弘 

・彼の家に行くとき、頼まれてもいないものも勝手に買っていって補充する。 

・何歳までに結婚したい、という話をしたことがある。 

・あなたがすでに、プロポーズしている。 

16 2/24 谷村美月 渡辺千穂 本橋圭太 

・内心、彼にはなにも任せられないと思っている。 

・あなたは『この辺で手を打とう』と思っているが、彼はそう思っていない。 

・相続ではない不動産を持っている（つまり買った）。 
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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 

 

 

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/

