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Program Line-up 

 

2015 年 3 月 24 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 5 月のおすすめ番組 
 

「テギョン＆ホンギの 
私たち結婚しました」 
 
2PMテギョン、FTISLANDホンギ出演！ 

大人気スターの仮想結婚生活を追った 
リアルバラエティのグローバル編！ 
 

 

「2014 FNC KINGDOM  
IN JAPAN－STARLIGHT－」 
 
FTISLAND、CNBLUEなどが所属するFNCエンターテイ
ンメントのアーティストたちによるライブの模様を放送！ 
 

 
 

「美人心計 
～一人の妃と二人の皇帝～」 
 
愛する人を守りたい―  
この世で一番強い武器は人を愛する心。  
愛する人を守るため、国を守るために生き抜いた、
美しくも強い女と彼女を愛した2人の皇帝の壮絶な
運命を描く宮廷スパイ・ラブストーリー！ 
 
 

「抱きしめたい 
～ロマンスが必要～」 
 
素直な心を 忘れてし ま った 30代女性＆極上の    
ヨナナム（年下男）が紡ぐ最高のリアル・ロマンティッ
ク・ラブコメディ！ 
 
 

© China Ｉnternational TV Corporation 

. ©MBC&iMBC&MBC+MEDIA 

©CJ E&M CORPORATION, all rights reserved. 
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ゴールデンウィーク特別企画 FTISLAND＆CNBLUE 特集 
 

「テギョン＆ホンギの私たち結婚しました」 
韓国/2013 年/全 15 話/60or75 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： #1 先行放送 5/5（火祝）14：45～  

 レギュラー放送 5/16（土）スタート 毎週(土)（日）10：30～/21：30～  

出演：テギョン（2PM）、ウー・インジエ、イ・ホンギ（FTISLAND）、藤井美菜 

写真クレジット： ©MBC&iMBC&MBC+MEDIA    

 

人気スターが仮想結婚生活を繰り広げる大人気リアルバラエティ！

番組初となるグローバル版で国際結婚に挑んだのは、アジアNo.1 

野獣アイドル2PMのテギョンと、大人気KPOPバンドFTISLANDの  

ボーカル、ホンギ！テギョンはグイグイの愛称で親しまれている  

台湾人女優ウー・インジエと、ホンギは韓国ドラマの出演経験もある

日本人女優藤井美菜と仮想結婚！グイグイの予測不可能な行動に

振り回されつつも、彼女を優しく見守るテギョンの姿に胸キュン！  

タイプ通りのパートナーに終始照れまくりのホンギの姿も必見！ 

 

【2PM テギョン】 

雪が降るソウル。2PMのテギョンに結婚のミッションカードが手渡された。出会いの場であるオシャレな靴に囲ま

れたシューズ・カフェに現れたのは、台湾の女優ウー・インジエ(愛称グイグイ）。2人の共通語は英語。新居での

生活、お互いに守ってほしいラブマニュアル、共同での料理、そしてウエディング写真の撮影･･･失敗やちょっと

したトラブルに見舞われながらも、お互いの気持ちが少しずつ近づいていく･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【FTISLAND ホンギ】 

FTISLANDイ・ホンギの手元に結婚のミッションカードと、仮想結婚相手のパーツの写真が届いた。本が死ぬ 

ほど苦手なホンギだが、待ち合わせ場所はオシャレなブックカフェ…。そこにやって来た美しい日本人女優   

藤井美菜に、ホンギは最初のプレゼントとしてメッセージ入りのパズルカードを贈る。新居探し、お互いに守って

ほしいラブマニュアル、そしてウエディング写真の撮影、愛情がこもった歌･･･。思わぬ特技から“サーカス夫婦”  

誕生とも称された年下男子と年上彼女の気持ちは近づいていく･･･ 
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「2014 FNC KINGDOM IN JAPAN－STARLIGHT－」 
日本/2014 年/105 分/HD 作品 

放送日時： 5/2（土）23：00～  

出演： FTISLAND、CNBLUE、JUNIEL、AOA、N.Flying 

 

2014年12月に幕張メッセで行われた、FNC Entertainment所属   

アーティストによるファミリーコンサートを放送！韓国を代表する   

2大バンド、FTISLAND、CNBLUEのほかに、JUNIEL、AOA、N.Flying

など、FNC所属アーティストが総出演！  

 

 

 

【FTISLAND】 

2007年、現役高校生5人組バンドとして韓国でデビューし、同年の韓国の各音楽新人賞を総なめにした。   

アルバム「FIVE TREASURE ISLAND」2011/5/18付オリコン週間ランキング1位など。ボーカルのホンギは  

「美男ですね」「百年の花嫁」「モダン・ファーマー」など俳優としても活躍。 

 

【CNBLUE】 

半年間日本で音楽武者修行した後、2010年1月に韓国デビューした4人組イケメンバンド。アルバム「WAVE」

2014/9/29付オリコン週間ランキング3位など。 2014 SBS歌謡大祭典ベストバンド賞受賞。ボーカルのヨンファ

は「未来の選択」「美男ですね」に出演の他、2015年1月にソロアルバムデビューを果たした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ゴールデンウィーク特別企画 FTISLAND＆CNBLUE 特集 ラインナップ （5/2～5/6）★ 

放送日時 タイトル 

5/2（土）23：00～ 2014 FNC KINGDOM IN JAPAN－STARLIGHT－ 

5/2（土）、5/3（日）13：30～ 未来の選択＃1～10（キャッチアップ放送） CNBLUE ヨンファ出演 

5/4（月祝）12：00～ 2014 SBS 歌謡大祭典（字幕完全版） CNBLUE ヨンファ MC＆ソロ出演 

5/4（月祝）、5/5（火祝）21：30～ 未来の選択＃11、12（最新エピソード放送） CNBLUE ヨンファ出演 

5/5（火祝）14：45～ テギョン＆ホンギの私たち結婚しました#１先行放送 FTISLAND ホンギ出演 

5/6（水休）14：45～ SBS 人気歌謡＃800 CNBLUE ヨンファ出演 

 

FTISLAND CNBLUE 
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「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」 
中国/2010 年/全 40 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： 5/4（月祝）スタート 毎週（月）-（金）8：30～ほか 2 話連続放送 

出演： ルビー・リン（杜雲汐／竇漪房：「傾城の皇妃～乱世を駆ける愛と野望～」）、ヤン・ミー（莫雪鳶：「宮 パ

レス～時をかける宮女～」）、ワン・リークン（聶慎児：「インファナル・ラブ～上海狂想曲～」）、ダイ・チュン

ロン（呂雉：「傾城の皇妃～乱世を駆ける愛と野望～」）、サミュエル・チャン（劉恒：「恋するパイロット」）、

ルオ・チン（劉盈：「美人天下」）、ウィリアム・フォン（劉章：「蘭陵王」）、イエン・クアン（劉少康：「傾城の皇

妃～乱世を駆ける愛と野望～」）） 

写真クレジット： ©China Ｉnternational TV Corporation 

 

愛する人を守りたい― この世で一番強い武器は人を愛する心。  

愛する人を守るため、国を守るために生き抜いた、美しくも強い女と彼女を愛した2人の皇帝の壮絶な運命を描く

宮廷スパイ・ラブストーリー！ 

漢の初代皇帝・劉邦の跡継ぎ問題に巻き込まれ、親を失い 

伯父のもとで育った雲汐は母親と同じ宮廷に入ることに。そこで

劉邦の息子、劉盈に気に入られた雲汐だが、皇太后の手先とし

て名を変え、右腕となる雪鳶と共に代国に送り込まれる。そこで 

劉盈の腹違いの代王・劉恒の寵愛を得るも、王の腹心である  

将軍・周亜夫には漢のスパイと疑われてしまう。劉恒の深い愛情

に、スパイとしての立場と愛の間で苦しむ雲汐と、雲汐を忘れら

れない劉盈。皇太后の死後、雲汐は漢の皇帝となった劉恒を支

え、宮廷の覇権争いに巻き込まれながらも国を守り生きていく。 

2人の皇帝と1人の妃の愛の三角関係と、側室とのバトル！宮廷で繰り広げられるドロドロの女の争い、母と子

の葛藤、ハラハラドキドキのスパイシーン、様々なラブストーリーにアクションシーンなど、トンデモ展開のオン 

パレード！最後まで引き込まれ、見れば絶対にハマる最高傑作！ 
 

「抱きしめたい～ロマンスが必要～」 
韓国/2014 年/全 16 話/60or75 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： 5/25（月）スタート 毎週（月）（火）21：30～ほか  

出演： ソンジュン（チュ・ワン/アレン・チュ：「私に嘘をついてみて」「九家の書～千年に一度の恋～」）、 

 キム・ソヨン（シン・ジュヨン：「検事プリンセス」「IRIS -アイリス-」）、ナムグン・ミン（カン・テユン：「ホジュン

～伝説の心医～」）、ワン・ジウォン（オ・セリョン：「グッド・ドクター」）、パク・ユファン（イ・ウヨン：「美男<イ

ケメン>☆スター誕生」）、ユン・スンア（チョン・ヒジェ：「パンダさんとハリネズミ」「太陽を抱く月」）） 

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

 

トキメキを忘れた頃、再びドキドキが始まった― 

大ヒットドラマ「ロマンスが必要」の最強スタッフが再集結！「私に嘘をついてみて」ソンジュン×「検事プリンセス」

キム・ソヨン主演、働く女性の揺れ動くハートにシンクロ率100％！最高のリアル・ロマンティック・ラブコメディ！ 

素直な心を忘れてしまった30代女性＆極上のヨナナム（年下男）が紡ぐロマンスに共感の声続々！ 

テレビショッピング会社で働くシン・ジュヨン。ビジネス    

ウーマンとしては一流だが、過去に何回も恋に失敗し、素直

に自分の気持ちを表現することが苦手。一方、音楽家の  

チュ・ワンは、少年時代に年上のジュヨンに恋していた想い

出を胸に、17 年ぶりにアメリカから帰国。性格が変わって 

しまった彼女に、少なからずショックを受ける。だが、ジュヨン

は上司のカン・テユンに強く惹かれており…。そんな中、ワン

の母親に恩があるジュヨンは、住むところのないワンに自宅

を提供する羽目に。果たしてこの恋のトライアングルはどん

な結末を迎えるのか―！？ 
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「金よ出てこい☆コンコン」 
韓国/2013 年/全 50 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： 5/5（火祝）スタート 毎週（月）-（金）20：00～ほか 

出演： ヨン・ジョンフン（パク・ヒョンス：「ヴァンパイア検事」「愛もお金になりますか」「エデンの東」）、ハン・ジヘ

（チョン・モンヒ/ユナ（2 役）：「メイクイーン/MAY QUEEN」）、イ・テソン（パク・ヒョンジュン：「屋根部屋の 

プリンス」）、キム・ヒョンジュン（末っ子）（チョン・モンギュ：「輝ける彼女」）、イ・スギョン（ミン・ソンウン：「ヨ

メ全盛時代」「恋する国家情報局」）、パク・ソジュン（パク・ヒョンテ：「ドリームハイ 2」、「2014 SBS 演技大

賞」MC）」） 

写真クレジット： ©2013 MBC  

 

ジュエリーデザイナーを夢見る貧乏ヒロインが突如宝石商財閥一家の嫁の代役に！？最高視聴率22.7%※を

獲得した超話題作！(※AGBニールセンメディアリサーチ) 

ジュエリーデザイナーを夢見るも、家計を助けるためアクセサリーの

露天商を営むモンヒ。一方、複雑な家庭環境で育った御曹司ヒョン

スは、父親の意向で政略結婚したユナとの冷え切った結婚生活に

耐えていたが、ある日、ユナが離婚を宣言し行方不明となってしまう。

そんなヒョンスの前に、妻と瓜二つだがまったく雰囲気の違うモンヒ

が現れる。そして、彼女に数時間だけ妻の代わりを頼むことに。    

人を騙すことは気が引けるが思わぬ臨時収入も見逃せない…   

モンヒは、財閥家の嫁の身代わりを引き受けることにしたが…。 

 

「シティーハンター in Seoul」 
韓国/2011 年/全 26 話/60or75 分/字幕/HD 作品  

放送日時： 5/30（土）スタート 毎週（土）13：30～ 連続放送 

出演：イ・ミンホ（イ・ユンソン：「花より男子～Boys Over Flowers」）、パク・ミニョン（キム・ナナ：「トキメキ☆成均

館スキャンダル」）、イ・ジュニョク（キム・ヨンジュ：「怪しい三兄弟」）、ク・ハラ【KARA】（チェ・ダヘ）、ファン・

ソニ（チン・セヒ）、チョン・ホジン（チェ・ウンチャン）、キム・サンジュン（イ・ジンピョ）、キム・サンホ（ペ・シク

チュン） 

写真クレジット： © SBS Original Manga 「CITY HUNTER」 ©1985 by Tsukasa Hojo/North Stars Pictures Inc. All 

Rights Reserved. 

 

「花より男子～Boys Over Flowers」イ・ミンホ×「トキメキ☆成均館スキャンダル」パク・ミニョン主演！ 

誰も信じるな、誰も愛するな─。ある使命のため、そう育てられた1人の青年を主人公に、ヒリヒリと胸を締めつけ

るような愛とスリリングな復讐劇を描いた究極のラブロマンス。 

1983 年、政府最高幹部「5 人会」の司令を受け、報復テロのため  

北朝鮮に潜入したジンピョとムヨル。だが、直前に計画が中止となり、

政府に見捨てられたジンピョは「5 人会」への復讐を誓い、亡くなった

親友ムヨルの息子を拉致し、東南アジアに移住する。ジンピョにより

ユンソンと名づけられたその子は、武術の達人に育てあげられ、 

実父の死の真相を知るとともに復讐を果たすことを決意。入念な 

準備の末、韓国へ帰国する。しかしその矢先、ひょんなことから出会

ったナナの父親の入院費を立て替えることに。さらに、通信網チーム

として青瓦台にもぐり込んだユンソンは、そこで青瓦台警護官となっ

たナナに再会。借金返済の代わりにユンソンの専属代行運転手と 

なったナナは軽薄なユンソンと衝突しながらも彼の心の傷を知り、気

になるように。ユンソンもつらい境遇でも明るく生きる彼女に惹かれ

ていくが、復讐に巻き込むことを恐れ、愛との間で葛藤が始まる…。 
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「セレぶり３」 
日本/2009 年/全 12 話/45 分/HD 作品 

放送日時： 5/4（月祝）スタート 毎週（月）-（木）23：00～  

出演： 浅見れいな（ぐっち）、中村ゆり（ミチコマン）、野波麻帆（ジョブ） 

写真クレジット：©セレぶり３製作委員会   

 

セレブに憧れて、セレブぶるけども、何かが足りない。そんな３人の女の子

が繰り広げる脱力系ガーリーコメディ。セレブを目指し、ルームシェアをして

暮らす３人の女の子たち。個性も性格もバラバラの３人が繰り広げる   

「セレぶる」日常をゆる～く描きつつ、彼女たちのファッション、コスメ、   

アクセサリーなどセレブ情報も満載のニュータイプドラマ！ 

 

「ピアニスト」 
韓国/2010 年/73 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 5/22（金）23：00～ 

出演： ハン・ジヘ（インサ：「金よ出てこい☆コンコン」）、ミンホ（ゼロ：「花ざかりの君たちへ」）、 

 チェ・フィリップ（「ミステリー刑事」）、チョ・ヒボン（「根の深い木～世宗大王の誓い～」「ドリームハイ」） 

写真クレジット： Licensed by KBS Media Ltd. ©2012 KBS.All rights reserved  

 

SHINeeのミンホ初主演作！ピアノの才能を持つ青年と年上女性との切ない恋を描く、珠玉のラブストーリー！ 

30歳を目前に控えたインサは、非常勤講師として小学校で  

ピアノを教えていた。契約が延長されなければ職を失ってしまう

とあって、学校ばかりか児童や保護者の顔色も気になる、   

いささか窮屈な毎日だった。そんななか、5年も付き合ってきた

恋人のジョンウが、両親の薦める女医とお見合いをすることに。

彼の自分本位な口振りに傷つき、頭に血が上ったインサは  

別れを宣言すると、車の助手席から滑り出るのだった。走り去

るジョンウの車。やがて、裸足で立ち尽くすインサを追い越すよ

うにしてトラックが停まった。ドアを開けて降りてきたのは、若き

ピアノ修理工・ゼロ―彼はインサの姿に見覚えがあった… 

 

「テンジャン」 
韓国/2010 年/105 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 5/29（金）23：00～ 

出演：  リュ・スンリョン（チェ・ユジン：『７番房の奇跡』『神弓-KAMIYUMI-』）、イ･ヨウォン（チャン・ヘジン：「善徳女

王」）、イ・ドンウク「乱暴<ワイルド>なロマンス」「女の香り」 

写真クレジット： © 2010 CJ E&M CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 

 

「ルームメイト」のイ・ドンウク×「善徳女王」のイ・ヨウォン！ 

人気スターコンビで贈るファンタジック・ラブストーリー！ 

5 年間に及ぶ逃走生活で、何人もの人質と警官を殺害した凶悪犯キム・

ジョングは、死刑執行の直前「あの味噌チゲが食いたいな」とだけ言い残

したという。それを知った DBS テレビの PD チェ・ユジンは、その謎めいた

言葉に特ダネの匂いを感じ、殺人鬼をも魅了した幻の味噌チゲに関する

ドキュメンタリー番組の制作に着手する。苦労の末ユジンは逮捕されたと

きにジョングが味噌チゲを食べていた食堂を突き止め、店の女主人から

その味噌チゲを作った女性の存在を知らされる。チャン・ヘジン―名前以

外の経歴が一切分からない女性の消息を追い始めたユジンだったが… 
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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！ 

 

★今月のオススメオリジナル番組★ 
 

 

「キョートカクテル・シーズン 2 開始記念 
～ヨーロッパ企画の京都をめぐる恋と冒険～」 

日本/2015 年/60 分/HD 作品 

放送日時： 5/16（土）18：30～ほか 

出演：  石田剛太、諏訪雅（ヨーロッパ企画） 

写真クレジット： 撮影 有本真紀  

 

京都を拠点に活動し、演劇の枠にとらわれないユニー

クな活動ぶりで独自のフィールドを開拓しつづけている

人気劇団ヨーロッパ企画が、恋に効く街京都を案内！

自身が手掛けるロマンティック・ラブコメアニメ「キョート 

カクテル」の世界を飛び出し、メンバーそれぞれの   

“女を口説く”京都オススメスポット、スイーツなどを  

紹介する。「キョートカクテル」の小ネタを挟みつつ、 

女子に嬉しい京都情報満載でお届け！ 

そして、「キョートカクテル」シーズン2が、いよいよ   

6月放送スタート！乞うご期待！ 

 

 

 

 
週末を楽しむ！土日の朝と夜に、 

ドラマとバラエティが楽しめる新枠登場！ 
 

週末ドラ☆バラ 
土日 9：00～、20：00～ 

 
※編成表もご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

