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Program Line-up 

 

2015 年 2 月 23 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 4月のおすすめ番組 
 

「宮 パレス 
～時をかける宮女～」 
 
蘭陵王」で人気のウィリアム・フォン主演！ 

現代から清朝時代へタイムスリップ─ 
２人の皇帝から愛された美しい宮女。 
宮廷で繰り広げられる恋と運命を描いたラブ史劇！ 

 

「Mimi」 
 
もう一度会えるなら 今度こそ、君に伝えたい― 
チャンミン（東方神起）主演、忘れかけていた初恋の
記憶をめぐる ミステリアスなラブストーリー。 
 
 
 
   

「九家の書 
～千年に一度の恋～」 
 
史上最強の好感度No.1カップル誕生！ 
“国民の弟”イ・スンギと“国民の初恋”スジが豪華  
初共演！韓国視聴率No.1※を独走したミラクル・   
ラブファンタジー！（※AGB／首都圏） 
 
 

「コーヒープリンス一号店」 
 
「未来の選択」のユン・ウネ主演！ 
イケメンしか働けないカフェに潜り込んだ女の子の
恋と奮闘の物語！ 
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「宮 パレス～時をかける宮女～」 
中国/2011 年/全 35 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： 4/2（木）スタート 毎週（月）-（金）8：30～ほか 2 話連続放送 

出演： ヤン・ミー（晴川：「古剣奇譚」）、ウィリアム・フォン（第八皇子：「蘭陵王」「美人心計～一人の妃と二人の

皇帝～」）、ミッキー・ホー（第四皇子：「宮廷の秘密～王者清風」）、トン・リーア（素言：「星に誓う恋」） 

写真クレジット： © A&B Film Enterprises Limited 

 

「蘭陵王」で人気のウィリアム・フォン主演！現代から清朝時代へタイムスリップ─ 2人の皇帝から愛された  

美しい宮女。宮廷で繰り広げられる恋と運命を描いたラブ史劇！ 

 

骨董店の跡継ぎ一人娘・晴川は婚約披露パーティー

の最中、1枚の古い仕女図に導かれ、足元の落とし穴

に落ちタイムスリップしてしまう。行った先は、清・康熙

帝の治世。晴川は流れに流れ、宮廷に行きつくが、  

歴史の知識と現代の知恵をいかして人々を助け、 

宮女として仕えることになる。晴川は宮廷で第四皇子

と第八皇子と出会い、2人から想いを寄せられるが、

後継者問題と晴川をめぐる争いが激化し、兄弟仲は

悪化していく。第四皇子に想いを寄せる素言は晴川

を ど う に か 陥 れ よ う とする … 4 人 の恋 の 行方 は    

どうなっていくのか？そして晴川は、現代に無事戻れ

るのか？ 
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「Mimi」 
韓国/2014 年/全 4 話/90 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： 4/17（金）スタート 毎週（金）23：00～ほか  

出演： チャンミン（東方神起）（ミヌ：「パラダイス牧場」）、ムン・ガヨン（ミミ）、 

 シン・ヒョンビン（ウネ：「武士ベク・ドンス」）、ベッキョン（アンブレラマン） 

写真クレジット： ©SM Culture & Contents 2014 All Rights Reserved 

 

もう一度会えるなら 今度こそ、君に伝えたい― 

チャンミン（東方神起）主演、忘れかけていた初恋の記憶をめぐるミステリアスな 

ラブストーリー。時空を超えたミヌとミミの切ない愛、彼らの美しく切ない初恋の

物語が紐解かれてゆく── 

 

人気ウェブ漫画家ミヌは、偶然見つけた2003年のカレンダーをきっかけに、初恋

をテーマにした新作の連載を開始する。その後、そのストーリーが自分の欠落し

た記憶であることに気づいたミヌは、失った初恋の記憶を捜そうとするのだが… 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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。 

 

「九家の書～千年に一度の恋～」 
韓国/2013 年/全 24 話/75 分～90 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時： 4/1（水）スタート 毎週(月)-（金）20：00～ほか  

出演： イ・スンギ （チェ・ガンチ：「花よりお姉さん」「華麗なる遺産」）、ぺ・スジ【miss A】（タム・ヨウル：「ドリーム

ハイ」『建築学概論』）、チェ・ジニョク（ク・ウォルリョン：「パンダさんとハリネズミ」）、イ･ヨニ（特別出演）

（ユン・ソファ：「パラダイス牧場」）、ユ・ヨンソク（パク・テソ：「花より青春」「応答せよ、1994」）、 

 イ・ユビ （パク・チョンジョ：「ピノキオ」）、ソンジュン（コン：「抱きしめたい～ロマンスが必要～」）、 

 大谷亮平（「ルームメイト」） 

写真クレジット： © MBC 2013   

 

史上最強の好感度No.1カップル誕生！“国民の弟”イ・スンギと、“国民の初恋”スジが豪華初共演！韓国視聴

率No.1※を独走したミラクル・ラブファンタジー！ （※AGB／首都圏）  

太古の昔から山を守っていた神獣ウォルリョンは、人間の娘  

ソファと恋に落ち、悲運の最期を遂げる。残された子はガンチと

名付けられ、豪商ムソルのもとで育てられることに。 

数年後、自らの生い立ちを知らないまま明るい青年に成長した 

ガンチは、ムソルの娘チョンジョに淡い恋心を抱いていた。しかし、

突如現れた元高官グァヌンの策略で、ムソルは死に追いやられ

家族は牢に監禁されてしまう。怒りに震えるガンチは、ついに  

神獣の力に目覚める…一方、密命によりガンチを助けようとする

若き女武芸師範ヨウルは、彼の真の姿を知る。“避けるべき運命”

と予言された2人だったが、次第に強く惹かれ合っていき―。 



 

 

 4 

Program Line-up 

「コーヒープリンス一号店」 
韓国/2007 年/全 17 話/75～90 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時： 4/5（日）スタート 毎週（日）13：30～ 

出演：ユン・ウネ（コ・ウンチャン：「未来の選択」「宮～Love in Palace」）、コン・ユ（チェ・ハンギョル：「ビッグ    

～愛は奇跡＜ミラクル＞～」）、キム・ジェウク（『アンティーク～西洋骨董洋菓子店』「君を守る恋      

～Who Are You～」）、イ・ソンギュン（「ミスコリア」「パスタ～恋ができるまで」）、キム・チャンワン（ホン社

長：「僕の妻はスーパーウーマン」「秘密の扉」）、キム・ジャオク（ハンギョルの母：「花よりお姉さん」「私の

名前はキム・サムスン」） 

写真クレジット： © All Rights Reserved by MBC 2007 

 

「未来の選択」ユン・ウネ主演！イケメンしか働けない   

カフェに潜り込んだ女の子の恋と奮闘の物語。 

幼い頃に父親を失い、一家の大黒柱として家計を支える  

女の子ウンチャン。なりふり構わず働き、外に出れば  

男性と間違われることはしょっちゅう。訳あってまとまった

お金が必要となったウンチャンは、イケメンしか雇わない

カフェ“コーヒープリンス1号店”で男性店員として働くこと

に。一方、ハンギョルは頭がよく気も回るが、他人に対し

て関心がなく、浮き草のように漂う個人主義者。留学先

から帰ってきたところ、大会社を経営する祖母からつぶ

れそうなカフェ・コーヒープリンス1号店の社長をするよう

命じられる。男として働くウンチャンに惹かれ、ゲイかもし

れないと悩むハンギョル…。ふたりの恋の行方は？   

そしてコーヒープリンス1号店の運命は？ 

 

「モテキ」 
日本/2010 年/全 12 話/45 分/HD 作品 

放送日時： 4/13（月）スタート 毎週（月）-（木）23：00～  

出演： 森山未來（藤本幸世）、野波麻帆（土井亜紀）、満島ひかり（中柴いつか）、松本莉緒（小宮山夏樹）、 

 菊地凜子（林田尚子）、新井浩文（島田雄一） 

写真クレジット： ©原作/久保ミツロウ「モテキ」イブニング KC（講談社刊） 

  ©久保ミツロウ/講談社 

  ©『モテキ』製作委員会 

 

森山未來ほか豪華キャスト出演！人気コミック原作の笑って泣けるラブコメディ！ 

モテキとは…人生のどこかには訪れるらしい、異性との縁が重なる時期―幸世に訪れたモテキは、禁断の果実

か、はたまたパンドラの箱か！？男心も女心もトキメキ、心に突き刺さる恋物語！ 

派遣社員の藤本幸世は29歳にして、金なし夢なし彼女なしの冴え

ない男。夢のない20代を終えようとしていた矢先に突然やって来た

“モテ期”！幸世の携帯には、周囲の女性たちから相次いで連絡

が入る。前の派遣先で親しくなった素敵女子の土井亜紀、幸世と

は趣味や恋愛遍歴が似ていて何かと気が合うカメラマンアシスタン

トの中柴いつか、かつて幸世が人生で一番好きになった女性、 

小宮山夏樹― それぞれに対して過去に苦い思い出がある幸世

は、突然のモテ期到来に浮かれながらも心は揺れる。果たして  

幸世はこのモテ期に、彼女を作ることが出来るのか？  

※BtoC告知解禁確認中です。追ってご連絡いたします。 
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「野良犬たち」 
韓国/2014 年/99 分/字幕/HD 作品/日本初放送 

放送日時： 4/3（金）23：00～ 

出演： キム・ジョンフン（「宮～Love in Palace」）、チャ・ジホン（「ビッグ～愛は奇跡＜ミラクル＞」、 

 ミョン・ゲナム（『ベルリンファイル』）、イ・ジェポ（「ゲームの女王」） 

写真クレジット： © 2014 GOLDENTIDE PICTURES LTD., ALL RIGHTS RESERVED 

 

「宮～Love in Palace」「ロマンスが必要」で人気のジョンフン主演！ 

韓国・日本で昨年公開されたばかりの新作を、早くも日本初放送！2012年に実際に起こった暴行事件を     

モチーフに作られた事でも注目を集めたリアル・ハンテッドスリラー。 

 

賭博と不倫、そして借金取りに追いかけられる    

崖っぷちの生活を送る記者のユジュン。ある日突然、

不倫相手のジョンインに別れを告げられるが、ユジュ

ンは納得できない。そこで彼女の夫であり仕事の  

先輩であるヒョンテを殺してでもジョンインを手に入れ

ようと思い詰める。取材先にいるヒョンテを追い、訪れ

たのは山奥にある“犯罪の無い村オスリ”。車が故障

してしまい、住民たちの好意でしばらく滞在することに

なる。しかしそこには先輩ヒョンテの姿は無く、村長 

らも知らないという。村には他に、夜盲症を患う娘  

ウンヒと、病に伏せる母親が、村人に世話になりなが

ら暮らしていた。そんな中、ユジュンは村の男たちの

不穏な動きに次第に不信感を募らせていく・・・。 

 

 

「私の愛、私のそばに」 
韓国/2009 年/121 分/字幕/HD 作品/CS ベーシック初放送 

放送日時： 4/10（金）23：00～ 

出演：   ハ・ジウォン（「シークレットガーデン」「ファン・ジニ」「奇皇后」）、 

 キム・ミョンミン（「ベートーベン・ウイルス」「白い巨塔」） 

写真クレジット： © 2009 CJ Entertainment, United Pictures & ZIP CINEMA. All Rights Reserved. 

 

最愛の人がそばにいる。そんな、かけがえのない喜び

と切なさに胸を打たれる至高のラブ・ストーリー！  

原因も有効な治療法も見つかっていない難病・筋萎縮

性側索硬化症（ALS）を患うジョンウ。唯一の肉親で  

ある母親が亡くなった日、ジョンウは幼なじみの葬祭 

ディレクターのジスと運命的に再会し、恋に落ちる。  

1年後、結婚式を挙げた2人の新居は病院。ジョンウは

スプーンを握るにも精一杯だが、いつもそばで見守って

くれる妻ジスのお陰で誰よりも闘病意思は強い。しかし、

ジョンウの状態は悪化の一途を辿り、日々、変貌して 

いく自分の身体を受け入れ難い。ジスの優しさにさえ 

冷たくしてしまう。そして絶対避けたかった言語障害が

始まった。 
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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 、 公 式 Facebook （ http://www.facebook.com/lalatv.jp ） 、 公 式 Twitter

（ https://twitter.com/LaLa_TV ） 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 

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

