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Program Line-up 

2015 年 1 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 3月のおすすめ番組 
 

「未来の選択」 
 
ユン・ウネ×ジョン・ヨンファ（CNBLUE）×イ・ドンゴン 
夢の初共演！もしもあの時、別の恋を選んでいたら
―？落ちこぼれ女子の運命を変えに来たのは、  

25年後の私!? “タイムスリップ”の常識を覆すニュー
タイプ・ラブコメディ！  
 
 
 

「謀（たばか）りの後宮」 
 
ドロドロの後継者争いに巻き込まれていく宮女の 
姉妹を描く、人気中国後宮ドラマ！ 
唐王朝、中国史上唯一の女帝として権威をふるった
則天武后。その後を継ぐ“第二の女帝”を目指す  

女たちの欲望と策略が渦巻く後宮で、激動の人生を
生きた姉妹がいた―。 
 
 

「ルームメイト」シーズン2 
 
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
が新メンバーを迎え、シーズン2に突入！ 
 
 
 

「パラダイス牧場」 
 
チャンミン（東方神起）が、モデル顔負けの美貌を  
持ったクールな財閥3世役でドラマ初主演！美しい
済州島を 舞台に繰り広げ られるロ マンティ ック    
ラブコメディ！ 
 

 

 
 

©中国国際電視総公司 

©SBS 

Licensed by KBS Media Ltd. ©2013 KBS. All rights reserved 

 ©S.M. ENTERTAINMENT & SAMHWA NETWORKS 2011 All Rights Reserved 
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Program Line-up 

 

「未来の選択」 
韓国/2013 年/全 16 話/75 分/ノーカット字幕版/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時： 3/30（月）スタート 毎週（月）（火）21：30～ほか  

出演： ユン・ウネ（ナ・ミレ：「会いたい」、「コーヒープリンス 1 号店」）、イ・ドンゴン（キム・シン：「パリの恋人」）、 

 ジョン・ヨンファ（CNBLUE）（パク・セジュ：「オレのことスキでしょ。」） 

写真クレジット： Licensed by KBS Media Ltd. ©2013 KBS. All rights reserved   

 

ユン・ウネ×ジョン・ヨンファ（CNBLUE）×イ・ドンゴン 夢の初共演！ 

もしもあの時、別の恋を選んでいたら―？落ちこぼれ女子の運命を変えに来たのは、 25年後の私！?      

“タイムスリップ”の常識を覆すニュータイプ・ラブコメディ！  

 

恋に仕事に悩むすべての女性が一度は振り返る運命の分か

れ道。本作は、主人公やその恋人がタイムスリップするので

はなく、25年後を知る“未来の主人公”が運命を変えようと  

現代にやってくる一風変わったストーリー。平凡な生活に甘ん

じる主人公ミレ（未来）を一喝し、仕事や恋愛にあれこれ口出

ししてくる未来のミレ。そこに「惹かれてはいけない未来の夫」

と「結ばれたら幸せになれる男」が登場し、ハラハラドキドキの

トライアングル・ラブが展開！未来のミレが思い描く理想の

“人生やり直し計画”に、現在のミレはどう立ち向かうのか？ 

そして、25年後に待ち受ける“不幸な出来事”とは―!? 

 

放送作家になる夢を抱きながらコールセンターで働く32歳・独身のミレ。そんな彼女の前に、ある日突然、    

ブランド服に身を包んだ中年女性が現れる。彼女はなんと、25年後からやってきた“未来のミレ”だった！    

戸惑うミレに、彼女は「このままでは将来、愛する人を失う」と告げ、不幸な未来を変えるべく指図を始める。   

そんな中、未来の夫となる男シンに出会ったミレは、彼がアナウンサーを務める番組のスタッフとしてアルバイト

をすることに。未来のミレは、財閥御曹司セジュを結婚相手に選ぶべきだとすすめるが、ミレの心はシンとセジュ

の間で揺れ動く。果たして彼女の選択は―!? 
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Program Line-up 

 

「謀（たばか）りの後宮」 
中国/2013 年/全 46 話/60 分/ノーカット字幕版/ HD 作品/CS ベーシック初放送 

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

出演： リュウ・ティンユー（孟凡：「王の後宮」）、アニー・リウ（孟芙：「宮廷女官 若曦（ジャクギ）」「続・宮廷女官 

若曦（ジャクギ）～輪廻の恋」）、イ・スンヒョン（李隆基：「僕たちのプリンセス」）、 

 クララ・ワイ（則天武后：『心の魔』）、クリスティ・ヨン（太平公主：「大漢風～項羽と劉邦～」）、 

 チェン・シウリー（上官婉児）、ホー・ツァイフェイ（皇太子妃 韋氏：「王の後宮」） 

写真クレジット： ©中国国際電視総公司 

 

ドロドロの後継者争いに巻き込まれていく宮女の姉妹を描く、人気中国後宮ドラマ！ 

唐王朝、中国史上唯一の女帝として権威をふるった則天武后。その後を継ぐ“第二の女帝”を目指す女たちの 

欲望と策略が渦巻く後宮で、激動の人生を生きた姉妹がいた―。 

 

父親が死罪となり、生き延びるために宮女となった  

姉・孟凡と妹・孟芙。2 人にとって後宮で過ごす日々は 

辛く厳しいものだった。年老いた則天武后が亡霊の影に

怯え、罪のない宮女たちを虐殺するなど不穏な日々が 

続く中、互いに励まし合い、助け合いながら過ごしてきた

姉妹。そんな彼女たちの運命を変えたのは、皇族    

との”禁断の恋”だった。才知に長けた姉・孟凡は、天下

太平を志す李隆基に命を救われ、彼とひそやかに恋を

育んでいく。だが、いつしか権力闘争の陰謀に巻き込ま

れてしまった孟凡。彼女の身に、思いも寄らない危機が

迫っていた・・・。 
 

「ルームメイト」シーズン 2 
韓国/2014 年/90 分/HD 作品/字幕/日本初放送 

放送日時： 3/6（金）スタート 毎週（金）21：30～ほか  

出演： シーズン 1 からのレギュラーメンバー： 

 ナナ（AFTERSCHOOL/歌手）、イ・ドンウク（俳優）、ソ・ガンジュン（5urprise/俳優）、 

 チョ・セホ（お笑い芸人）、パク・ミヌ（俳優）、 

 シーズン 2 からの新メンバー： 

 サニー（少女時代/歌手）、ジャクソン（GOT7/歌手）、パク・チュニョン（god/歌手）、大谷亮平（俳優）、 

 ペ・ジョンオク（女優）、イ・グクジュ（お笑い芸人）、ヨンジ（KARA/歌手）、オイ（ビーグル犬） 

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

が新メンバーを迎え、シーズン2に突入！ 

少女時代のサニー、KARAのヨンジ、「その冬、風が

吹く」のペ・ジョンオクなど、豪華メンバーが新たに 

集結。そして韓国で活躍する日本人俳優の大谷 

亮平や、香港出身のアイドルGOT７のジャクソンら

国際色豊かなメンバーも加わり、ビーグル犬のオイ

も交えて、シーズン2も笑いあり、涙ありのシェア  

ハウス生活が繰り広げられる！ 
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「パラダイス牧場」 
韓国/2010 年/全 16 話/75 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時： 3/9（月）スタート、毎週（月）-（金）20：00～ 

出演：  チャンミン（東方神起）（ハン・ドンジュ：「Mimi」）、イ・ヨニ（イ・ダジ：「ミスコリア」）、 

 チュ・サンウク（『ジャイアント』）、ユ・ハナ、イム・スヒャン（「芙蓉閣の女たち～新妓生伝」） 

写真クレジット： ©S.M. ENTERTAINMENT & SAMHWA NETWORKS 2011 All Rights Reserved  

 

チャンミン（東方神起）が、モデル顔負けの美貌を持ったクールな財閥3世役でドラマ初主演！美しい済州島を舞台

に繰り広げられるロマンティックラブコメディ！ 

19歳のイ・ダジと21歳のハン・ドンジュ。愛だけを信じ、恐れることなく結婚  

した2人だったが、6ヶ月という短い結婚生活の末、別れる。6年後再開し

た2人は、契約同居をすることになり、お互いの恋人について恋愛コーチ

をすることになる・・・。 

済州島ハンラ山の中腹、海を見渡せる美しいパラダイス牧場。馬の調教

から獣医まで引き受けているダジの家であり、職場でもある。パラダイス

牧場に全てをかけて懸命に生きるダジに、晴天の霹靂のような出来事が

起こる。オーストラリアまで行って買ってきた馬が、済州島に到着したとき

から足がなえて動かなくなり、今まで貯めたお金が詐欺でそのままなくな

ってしまった。そこに、パラダイス牧場を買ったというD.Iリゾートのチーム

長と名乗る人が現れ、所有権を主張する。それが元夫ドンジュだった・・・ 

 

【表記上の注意点】 

●チャンミンの表記は チャンミン（東方神起） にてお願いします。 

※『東方神起のチャンミン』 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。 

 

「マドンナ・ヴェルデ～娘のために産むこと～」 
日本/2011 年/全 6 話/60 分/HD 作品/CS 初放送 

放送日時： 3/9（月）スタート 毎週（月）-（木）23：00～  

出演： 松坂慶子（山咲みどり）、国仲涼子（曽根崎理恵）、片桐仁（曽根崎伸一郎）、南明奈（青井ユミ）、 

 柴田理恵（妙高みすず）、相田翔子（荒木浩子）、勝村政信（清川吾郎）、長塚京三（丸山慧） 

原作： 海堂尊（「マドンナ・ヴェルデ」「ジーン・ワルツ」） 

写真クレジット： ©NHK 

 

「チーム・バチスタの栄光」の海堂尊原作小説を、松坂慶子、  

国仲涼子主演でドラマ化！ 

お母さん、私の子どもを産んでくれない―？55歳のみどりは、 

ある日産婦人科医である一人娘の理恵から思いがけない言葉を

投げられる。聞けば理恵は、妊娠と同時に子宮けいがんが発覚。

子宮ごと患部を摘出したために、子どもを望めない体になって 

しまったという。「何としても赤ちゃんが欲しい。」そう願う理恵は、

自分と夫の伸一郎との間の受精卵を保存。それをみどりの子宮

で育てて欲しいというのだ。娘からの代理出産の依頼に当初は 

困惑したみどりも、やがて申し出を承諾。だが、代理出産は現在国内では原則認められていないため、2人は 

ひそかに代理出産計画を進めるが―。代理出産のために力を合わせるみどりと理恵の前に次々と立ちはだかる

壁。助産師の妙高や、みどりの友人の丸山の疑いの目。さらには理恵の勤務する大学病院に、代理出産を告発

する文書まで届く。秘密を守り通そうとする2人だが、やがて産婦人科医としての理恵の思惑が明らかとなり―。

果たして、おなかの子どもの真の母親は、みどりか、理恵か？ 
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「殺人の告白」 
韓国/2012 年/119 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時： 3/6（金）23：00～25：15 ほか 

出演： パク・シフ（イ・ドゥソク：「王女の男」「検事プリンセス」「清潭洞アリス」）、チョン・ジェヨン（チェ・ヒョング）、

キム・ヨンエ（ハン・ジス）、チョ・ウンジ（ガンスク） 

写真クレジット： ©2012 DASEPO CLUB AND SHOWBOX/MEDIAPLEX ALL RIGHTS RESERVED. 

 

私が殺人犯です― 時効成立後、突如として連続殺人犯が現れたとしたら… 人気俳優パク・シフ映画初主演、 

衝撃のアクションエンターテイメント！ 

 

連続殺人事件から 15 年後。自分が犯人だと名乗り

を上げた男イ・ドゥソク。時効が成立したため法的に

は無罪となった彼が自分の犯した殺人事件につい

て詳細に記した本を出版する。その衝撃的な内容と、

俳優のように美しいルックスが相まって、一躍人気

者となった彼と、犯人を探し続けてきた刑事や恨み

を抱く遺族たちとの駆け引きが始まる。本の中に 

最後の未解決失踪事件の真相が書かれていないこ

とに気づいた刑事ヒョングはドゥソクに向かって 

「詐欺罪で逮捕されるだろう」と言い放つ。そんな中、

自分こそが真犯人だと主張する J と名乗る男が  

現れ…。 

 

 

「ある会社員」 
韓国/2012 年/96 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 3/13（金）23：00～25：00 

出演：  ソ・ジソブ（ヒョンド：「主君の太陽」『ただ君だけ』『映画は映画だ』）、 

 イ・ミヨン（スヨン：「花よりお姉さん」「キム・マンドク～美しき伝説の商人」）、 

 キム・ドンジュン（ZE:A のメンバー） 

写真クレジット： ©2012 ＳＩＭＭＩＡＮ ＡＮＤ SHOWBOX/ＭＥＤＩＡＰＬＥＸ ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲVＥD 

 

人気俳優ソ・ジソブ主演！殺人請負会社の社員が、  

殺人の標的に…プロの殺し屋が真実の愛を知り、   

揺れ動く姿を描くアクションドラマ！ 

殺人請負会社に所属する殺し屋のヒョンドは、あるきっか

けから、かつて憧れていた元歌手の女スヨンと出会い、

心中の変化から自分の仕事を後悔するように。一方、 

組織の方は、ヒョンドが指示通りに標的を殺さなかった事

を嗅ぎつけ、彼を組織から追い出す事に。スヨンと新しい

生活を始めようとしたヒョンドは、自分自身が追われてい

る事に気付く… 
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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！ 

 

「7 日間の恋人」 
香港・中国/2012 年/87 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時： 3/20（金）23：00～24：45 

出演： クォン・サンウ（クォン：「野王～愛と欲望の果て～」『痛み』）、セシリア・チャン（サム／パリス（二役）：

『PROMISE プロミス』）、アンジェラ・チャン、ジン・ボーラ、ジン・チェン、ディン・チュンチェン 

 

“涙の帝王”が満を持して贈る6年ぶりのラブコメディは、クォン・サンウ

版『プリティ・ウーマン』！大手企業KNCの社長であるクォンは、ささいな

口論が原因で婚約者のパリスが行方をくらまし、途方に暮れていた。 

そんな時、パリスと顔がそっくりの、花屋で働く娘サムを街で偶然   

見つけた彼は、彼女にある突飛な依頼を持ちかける。それは、KNCの

共同経営者でもあるパリスになりすまし、会社の命運を握る舞踏会まで

の1週間、彼女の代役を務める、ということ。社交ダンスはおろか、ハイ 

ヒールすら上手く履きこなせない素朴な花屋の娘を、どう変身させるのか？そして、勝気なパリスとは正反対の、

無垢で 天真爛漫なサムに次第に惹かれていくクォン。偽りから始まる恋の結末は―！？ 

 

「映画は映画だ」 
韓国/2008 年/113 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 3/27（金）23：00～25：15 

出演： ソ・ジソブ（「ごめん、愛してる」、『ある会社員』）、カン・ジファン（「お金の化身」）、 

 ホン・スヒョン（「ルームメイト」） 

写真クレジット：©2008 SPONGE and KIM KI-DUK FILM. All Rights Reserved. 

 

鬼才キム・ギドク製作、韓国トップスター、ソ・ジソブ＆カン・ジファンダブル

主演！ヤクザより暴力的でプライドが高い映画スターと、映画俳優の夢を

捨てきれないヤクザ―全く別の世界を生きる男たち。映画の中でだけ、 

2人の人生が交差する― 

出会うはずの無かった2人の男、俳優のスタとヤクザのガンペ。気性が 

激しいスタは映画の撮影に熱が入るあまり、次々と共演者を病院送りに

し て しま う。 そんな彼の相手役 を引き受 ける者など誰も いな い。      

困った彼は、偶然出会ったヤクザのガンペに相手役を頼み込む。俳優の 

夢を捨てきれずにいたガンペは、出演する代わりにある条件を出す。それは、2人のファイトシーンを実戦で行う

こと。演技ではなく体と体を本気でぶつけ合い、相手が倒れるまで闘うということだった。果たして”映画”は完成

するのか―。その先に待っている2人の人生の行く末は…。 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

