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Program Line-up 

 

2015年 4月 20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 6月のおすすめ番組 
 

「コードネーム：ジャッカル」 
 
ＪＹＪジェジュン主演！恋のはじまりは拉致監禁！？ 
密室で繰り広げられる、予測不能なラブ・サスペンス！ 
 

 
 

「則天武后 
～美しき謀りの妃」 
 
中国史上唯一の女帝・則天武后とひとりの宮女が挑んだ
ミステリーと、真実の愛を求める姿を描いた宮廷ドラマ！ 
 
 

「トゥルーブラッド」シーズン４ 
 
全世界でヴァンパイアブームを巻き起こした衝撃作！  
人間とヴァンパイアが共存する町を舞台にした、セクシー
でスリリングなラブロマンスのシーズン4がついに登場！ 
 
 

「キョートカクテル」シーズン2 
 
京都を拠点に活動する人気劇団ヨーロッパ企画と女性 
チャンネル♪LaLa TVがコラボして誕生したロマンティッ
ク・ラブコメアニメ「キョートカクテル」の新シーズンがいよ

いよ登場！ 
 

「あなたがヒロイン！ 
特別編MINMI」 
 
一般女性のドラマティックな瞬間を切り取るリアルドキュメン
タリー。今月は、世界的に活躍するアーティストMINMIの 
特別編。 
 

©2011 Zijun Entertainment Media Group & Yu Zheng Studio.  

All Rights Reserved. Coordinated by Asia Republic  

. ©2012 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved. 

©2015Home Box Office, Inc 

©女性チャンネル♪LaLa TV/ヨーロッパ企画 

©女性チャンネル♪LaLa TV 
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「コードネーム：ジャッカル」 
韓国/2012年/108分/字幕版/HD作品/CSベーシック初放送 

放送日時： 6/7（土）18：00～ほか   

出演：キム・ジェジュン（チェ・ヒョン：「Dr.JIN」）、ソン・ジヒョ（ボン・ミンジョン：「宮～Love in Palace」） 

写真クレジット： ©2012 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.   

 
日本をはじめ世界で圧倒的な人気を誇るJYJのキム・ジェジュンの映画
初主演作！恋のはじまりは拉致監禁！？密室で繰り広げられる、予測
不能なラブ・サスペンス！ 
 
伝説の殺し屋ジャッカルが引退最後のターゲットとして選んだのは、  
トップスター歌手チェ・ヒョン。いつものようにすんなりいくはずだったの
だが、警官、ストーカー、愛人、曲者のホテルオーナーなどが入り乱れ、
事態は思わぬ方向へ・・・。 殺し屋とトップスター、出会うはずのなかっ
た2人の恋の行方は？そしてチェ・ヒョンの命は！？  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

「則天武后～美しき謀りの妃」 
中国/2011年/全 35話/60分/ノーカット字幕版/ HD作品/日本初放送 

放送日時： 6/1（月）スタート 毎週（月）-（金）8：30～ほか  

出演： リー・シャオルー（賀蘭心児：『シュウシュウの季節』）、チャン・ティン（武則天）、ミンダオ（明崇儼、明義）、

ミッキー・ホー（裴少卿：「宮廷の秘密～王者清風」）、ヤン・ミー（青鸞：「宮 パレス～時をかける宮女」）、

チェン・グオリン（李治）、マー・ウェンロン（元修：「宮廷の秘密～王者清風」） 

写真クレジット： ©2011 Zijun Entertainment Media Group & Yu Zheng Studio. All Rights Reserved. Coordinated 

by Asia Republic 
 
中国史上唯一の女帝・則天武后とひとりの宮女が挑んだ 
ミステリーと、真実の愛を求める姿を描いた宮廷ドラマ！ 
 
中国の歴史上でただ1人、皇帝の地位にまで登りつめた 
女性がいる。武則天（則天武后）である。恐怖政治を執り、
“中国三大悪女”の1人としてその名を馳せた武則天。  
そして、最初は敵対しながらも、侍女として仕えるうちに 
武則天の人間味に魅了される宮女・賀蘭心児。ふたりの
女性が遭遇する様々な事件や出来事…皇后の冤罪、  
幽霊騒動、将軍の隠された正体、皇帝への秘密の文書、
死人の蘇生、新たな寵妃の登場、忘れていた驚きの出世
の秘密…彼女たちは時に敵対し、時に良きパートナーと 
して次から次に巻き起こる事件を解決していく。そして武則
天の皇帝と子供への一途で深い愛情と、すれ違いと勘違
いから離れてしまった恋人の愛情が戻ることを信じる賀蘭
心児の想いが描かれる！ 
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「トゥルーブラッド」シーズン 4 
アメリカ/2011年/全 12話/60or75分/字幕/HD作品/日本初放送 

放送日時： 6/23（火）スタート 毎週（月）-（金）25：00～ 

出演：アンナ･パキン（スーキー・スタックハウス）、スティーヴン・モイヤー（ビル・コンプトン）、アレキサンデル･ス

カルスガルド（エリック）、ジョー・マンガニエロ（アルシード） 

写真クレジット： ©2015Home Box Office, Inc 

 

映画『アメリカン・ビューティー』の鬼才、アラン・ボールが手掛け、

世界でヴァンパイアブームを巻き起こしたセクシーでスリリングな 

ラブロマンスのシーズン4がいよいよ登場！ 

 

人間とヴァンパイアが共存する町、ルイジアナ州のボン･タン。  

心が読めるウェイトレスのスーキーが、孤高のヴァンパイア、ビル

との出会いをきっかけに、次々と凶悪な事件に巻き込まれていく、

スリリングなラブロマンス。 

 

フェアリーの世界に迷い込んでいたスーキー。しかしボン・タンの家に戻ると、1年間も行方不明になっていた！ 

フェアリーの事情を知っているビルが「ヴァンパイアの内密の仕事」のためだったことにして皆を納得させるが、 

スーキーは自分を傷つけたビルを許せずにいた。ラファイエットは、パートナーのヘススに魔女の集会に誘われ

た。そこでマーニーという魔術師が死者の魂を感じたり、死んだペットを一時的に蘇らせたりするのを目撃して 

衝撃を受ける。タラは"トニ"と名前を変えて、ナオミという公私にわたるパートナーと共に、ニューオーリンズで 

新しい生活を送っていた。サムは弟トミーを撃ってしまったあと、感情をコントロールできない自分に悩み、シェイ

プシフターの仲間に話を打ち明けたり、一緒に変身したりしてストレスを解消していた。そんな中、スーキーの  

部屋の前に突然エリックが現れるが・・・。 

 

「宇宙犬作戦」 
日本/2010年/全 24話/30分/HD作品 

放送日時： 6/1（月）23：00～ほか 

出演：戸次重幸（マルコ・ハヤシ）、片桐仁（モジャット・ユーグレノフィタ）、高梨臨（オハナ）  

友情出演：壇れい、大泉洋、斎藤工、大橋のぞみほか 

写真クレジット： ©2010「宇宙犬作戦」製作委員会  

 

TEAM NACSの戸次重幸出演のSFコメディドラマ！  

2512年。銀河の果てに浮かぶ惑星プードルは、さまざまな問題

で荒廃しきっていた。事態を重くみた惑星プードルの”美しすぎ

る大統領”は、太古の昔に地球からたどり着いたという宇宙船”

デンエンチョウフ号”を、再び地球へ旅立たせようと計画する。

デンエンチョウフ号の船長には、古代の地球に詳しい冷静沈着

な植物系人モジャットが、そして操縦士には地球人の末裔で 

ある元宇宙海賊の荒くれ者マルコが任命された。さらに美女 

アンドロイドオハナと、宇宙翻訳犬ｽﾌﾟｰﾄをクルーに加え、   

デンエンチョウフ号は遥かなる地球へと旅立っていった。 

デンエンチョウフ号に残された航海日誌の最後のページ…そこには地球の言葉でたぶん”犬”を表すっぽい 

単語が書かれていた。日誌の封印を解くためには、地球人が残した不思議な球体オーブを集めなければいけ

ない…全宇宙人の命運をかけて、彼らが挑む作戦。それが”宇宙犬作戦”なのである。 
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★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 
日本/2015年/15分/HD作品 

放送日時： 6/15（月）スタート 毎週（月）24：45～ほか 

声の出演：高阪勝之、福井菜月、石田剛太、諏訪雅 

写真クレジット：©女性チャンネル♪LaLa TV/ヨーロッパ企画 

 

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る人気劇団ヨーロッパ企画と

女性チャンネル♪LaLa TVがコラボして誕生したロマンティック・  

ラブコメアニメ「キョートカクテル」の新シーズンがいよいよ登場！ 

京都の木屋町の路地裏にある、“カエル“がマスターを務めるバー

“Gentle Rain”を舞台に、客の男と女が恋に酔いしれる、ほんのり

甘くてちょっとビターなカクテル（＝ラブストーリー）をお届けする。

毎回マスターが紹介するウィットに富んだ”カクテル“を常連客が

〈笑い〉に変える展開にも注目！ 

シーズン1では冒頭と終わりのみだったマスターと常連客のやり取り（ツッコミ）が、シーズン2では間にもう1回  

挟まっており、「何かクサイぞ…おいおいマジかよ…」という視聴者のツッコミを常連客が的確に代弁してくれるこ

とで、より爽快な視聴感に進化！そして、マスターが常連客を名前で呼び、常連客の名前が“ヒロシ”であること

が明かされる！どうやら、シーズン1から2の間でふたりの関係性が深まっているらしい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あなたがヒロイン！特別編 MINMI」 
日本/2015年/30分/HD作品  

放送日時： 初回 6/3（水） 毎週（水）15：00～  

出演： MINMI 

写真クレジット： ©女性チャンネル♪LaLa TV 

 

一般女性の感動の一瞬、輝いている一瞬に密着し、人生のドラマティックな瞬間を切り取るリアルドキュメンタ 

リー「あなたがヒロイン！」。今回は世界的に活躍するアーティストMINMIの特別編。主催者として、震災などの

被害にあった土地でライブイベント「Freedom aozora」を開催しているMINMI。今年3月11日、被災地仙台を訪

れた姿や、アーティストとして、母として、女性として、様々な顔をもった彼女の姿を追う。 
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「ハリウッド式恋のから騒ぎ」 
アメリカ/2008年/100分/字幕/HD作品 

放送日時： 6/5（金）23：00～ 

出演： ウィリアム・Ｈ・メイシー、メグ・ライアン、ジェイソン・リッターほか 

写真クレジット： ©2007 The Deal Productions LLC. All Rights Reserved.  

 

ラブコメの女王メグ・ライアン主演！恋も仕事もパーフェクトのはずだったのに…出会ったのは、うだつの上がら

ない弱気なオトコ・・・もう私がヤルしかない！ハリウッドの映画業界を舞台に繰り広げられる痛快ラブコメディ！ 

 

映画プロデューサーのチャーリーの人生は、どん底にあった。かつては 

第一線の活躍をしていたが、それも過去の栄光。起死回生の作品として、

甥が書いた大作の映画化を決意するが、物事はそんなにうまく運ばない。

そこに乗り込んできたのは、ヤリ手プロデューサーのディドラ。全く意見が

一致しない彼女とチャーリーだったが、衝突しながらもお互いを認め合い、

次第に惹かれあっていく。しかし、映画制作ではトラブル続発！果たして  

2人は最高の作品を作れるのか・・・ 

 

「Emma エマ」 
イギリス/1996年/120分/字幕/HD作品 

放送日時： 6/12（金）23：00～ 

出演：  グウィネス・パルトロー（エマ：『恋に落ちたシェイクスピア』）、トニ・コレット（ハリエット：「ユナイテッド・ステ

イツ・オブ・タラ」）、ユアン・マクレガー（フランク：『スター・ウォーズ』シリーズ）、アラン・カミング（エルトン：

「グッド・ワイフ」）、ジェレミー・ノーサム（ナイトリー）ほか 

写真クレジット： ©1996 Matchmaker Films and Miramax 

 

イギリスの女流作家ジェーン・オースティンの人気小説が原作の、ロマン 

ティックなラブ・ロマンス。19世紀のイギリスを舞台に、頭でっかちで恋愛沙

汰を知ったかぶりするエマを巡る、上流社会の恋のさや当てをコミカルに

描く。エマは親友のハリエットと牧師エルトンを結びつけようとするが失敗。

友人ナイトリーにおせっかいを改めるよう忠告されるが、気にもせず今度は

ハリエットにフランクを紹介した。ところがフランクは別の娘と結ばれて…。 

 

「マーサの幸せレシピ」 
ドイツ/2001年/105分/字幕/HD作品 

放送日時： 6/19（金）23：00～ 

出演：  マルティナ・ゲデック（マーサ）、セルジオ・カステリット（マリオ））ほか 

写真クレジット： ©Pandora Film Produktion GmbH/Prisma Film/T&C film/Palomar  

 

完璧なシェフ、マーサにひとつだけ欠けているものとは？自分の人生を見つめ

直すハートウォーミングストーリー。 

ドイツにあるフレンチレストランで一流のシェフとして働くマーサ。天才的味覚を

持つマーサが作り出す料理はまさに芸術！レストランも大繁盛。        

だが、オーナーからは“街で2番目のシェフ”と呼ばれてしまう。マーサのレシピ

には、何が足りないのか・・・？ 

シェフとして仕事ひとすじの人生を送ってきたマーサだったが、突然の姉の死で、8歳になる姪のリナと暮らすこ

とになる。母親を失い、父親とは以前から別居状態で連絡も取れないリナは、マーサの絶品料理すら口にせず、

心をふさいでしまう。さらに几帳面なマーサとは正反対で、人生を楽しむことをこよなく愛するイタリア人シェフ 

マリオがやってきて、店の様子が一変する。リナ、マリオとうまく接することが出来ないマーサ。料理という小さ

な世界しか知らないマーサが自分の”人生のレシピ“に欠けていた愛情に徐々に目覚めていく・・・。 
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「ウェディング・バンケット」 
中国/1993年/108分/字幕/HD作品 

放送日時： 6/26（金）23：00～ 

出演：  ウィンストン・チャオ（『宋家の三姉妹』）、ミッチェル・リヒテンシュタイン 、メイ・チン、ラン・シャン（『グリー

ン・デスティニー』）ほか 

写真クレジット： ©Central Motion Picture Corp  

 

アジアが誇る名匠 アン・リー監督作。ゲイであることを隠して偽装結婚する

ことに なった息子と家族の関係をコミカルに描くヒューマンラブストーリー。

ゲイであることを両親に隠し、恋人の男性・サイモンとマンハッタンで暮らす

偉同は、グリーンカードを欲しがっている葳葳と偽装結婚することに。しかし、

息子からの手紙で結婚を知った両親が、結婚式のために台湾からやって来

てしまい…。  

 

 

 

★斎藤工特集★ 
ドラマ「昼顔～平日午後 3 時の恋人たち～」で 

魅せたセクシーな演技で多くの女性を虜にした俳優・斎藤工。 
今話題の彼が過去に出演した作品を大特集！ 

毎週土曜 23：00～ 
 

 

「カフェ・ソウル」 
日本/2009年/94分/HD作品 

放送日時： 6/27（土）23：00～ 

出演：John-Hoon （「宮～Love in Palace」『野良犬たち』）、斎藤工（「医師たちの恋愛事情」、「昼顔～平日午後

3 時の恋人たち～」、「ガラスの家」）、チェ・ソンミン、チョン・スギョン、キム・ウンス、チャン・ソウォン、  

ク・ボヌン、京野ことみ、キム・ドンウクほか 

写真クレジット： ©2009 「カフェ・ソウル 」製作委員会  

 

John-Hoon映画初主演×若手実力派俳優・斎藤工！日韓を代表する人気俳優が共演した注目作！ 

 

韓国はソウル、その街角にひっそりと佇む伝統菓子店・   

牡丹堂。フード・ルポライターの井坂順が偶然出会ったその店

は、寡黙だが腕の良い職人 サンウが1人で切り盛りしていた。

サンウの人柄と牡丹堂の味に魅了された順はこの店の取材

をすることを決めるが、牡丹堂は地元のヤクザから立ち退き

を迫られていた。そのいざこざからサンウが怪我をしてしまう。

そこに次男・サンヒョクが現れる。ミュージシャンを夢見ていた

のだが、音楽への夢は破れていたのだった。初めは反発  

しあう順とサンヒョクだったが、しだいに不思議な友情が芽生

えていく。しかし、ヤクザの刺客としてもうひとりの弟サンジン

が現れたことにより牡丹堂は窮地に陥る。牡丹堂の運命は？

バラバラになってしまった家族の絆の行方は？それはサン 

ヒョクの作る想い出の味がカギを握っていたのだった…。 
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「いつかの君へ ～ずっとそばにいてほしい～」 
日本/2007年/67分/HD作品 

放送日時： 6/6（土）23：00～ 

出演：  斎藤工（深水ノボル／リュウ）：「医師たちの恋愛事情」、「昼顔～平日午後 3 時の恋人たち～」、「ガラス

の家」）、河合龍之介（早瀬耕平：ミュージカル「テニスの王子様」（日吉役））、徳井優、津田寛治ほか 

写真クレジット： ©2007 トライネットエンタテインメント／竹書房  

 

斎藤工主演！兄弟の葛藤や友情など、切なくてあたたかい愛

のドラマ。深水ノボルは美術学校の写真科に通う大学3年生。

寡黙でどこか人を拒絶している雰囲気を持つ彼に、周囲の人 

たちは距離を置いていた。ある日、同級生の早瀬耕平は図書

館で借りた本の間に双子が写っている写真を見つける。本の前

の借主はノボル。ノボルに何気なくその話をした早瀬は、ノボル

の過剰な反応に興味をもつ。そんななか、早瀬は同級生のサ

ユリと湖で遊んでいて溺れたところを、ノボルに助けられ一命を

とりとめる。それ以来ノボルがますます気になる早瀬。そんな時、

夜の街でノボルとそっくりのリュウに出会う。性格のまったく違う

双子の兄弟、ノボルとリュウ。そしていつの間にかこの2人と 

関りを深めていく早瀬は、2人の隠された過去を知ることに… 

 

 

「春琴抄」 
日本/2008年/85分/HD作品 

放送日時： 6/20（土）23：00～ 

出演：斎藤工（佐助：「医師たちの恋愛事情」、「昼顔～平日午後3時の恋人たち～」、「ガラスの家」）、長澤奈央

（春琴）、松田悟志（利太郎） 

原作：谷崎潤一郎 

写真クレジット： ©2008 春琴抄 Partners  

 

谷崎文学の最高峰を斎藤工主演で30年ぶりに映画化！ 

明治のロマンと究極の愛の物語。 

 

明治初期、奉公人の佐助は、幼いころに見た主人・春琴の

姿を観音様とあがめ 弟子兼世話係として仕え、我が儘ば

かりの春琴の衣食住の世話をしていた。春琴は大阪道修町

の薬種商鵙屋の次女で9才の頃に眼病により失明して、  

音曲を学ぶようになり師匠と呼ばれる存在になっていた。 

春琴の腕前は一流として広く知られるようになるが、我が儘

放題で弟子が居つかず、また種々の贅沢のために家の  

財政は苦しかった。だが佐助だけはそんな春琴に過剰な程 

に献身的にご奉公を行っていく。そんな折、春琴の美貌を目当てに弟子入りした名家の息子、利太郎が春琴を

梅見に誘い口説こうとするが、春琴は利太郎を袖にしたあげく、稽古の仕置きで額にケガをさせてしまう。   

その数日後、何者かが春琴の屋敷に侵入して春琴の顔に熱湯を浴びせ、大きな火傷を負わせる。春琴は深く

悲しみ、ただれた自分の顔を佐助に見せようとしない。そんな春琴の姿を見て悩みぬいた佐助がとった行動と

は・・・ 
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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！ 

 

 

「クリアネス」 
日本/2008年/112分/HD作品 

放送日時： 6/13（土）23：00～ 

出演：  杉野希妃（さくら）、細田よしひこ（レオ（大塚隼人）：「ライフ」）、哀川翔（成瀬）、斎藤工（リョウ：「医師たち

の恋愛事情」、「昼顔～平日午後 3時の恋人たち～」、「ガラスの家」） 

写真クレジット： ©2008「クリアネス」製作委員会 

 

200 万人を泣かせたケータイ小説のベストセラーを映画化！

自宅マンションに客を招き自らを売る“普通の”女子高校生 

さくら。さくらは、となりのビルの一室で出張ホストとして働く美

少年を、レオと名付けてひそかに観察していた。そんなある日、

嫌な客の相手をしていたさくらの部屋にレオが突然現れ救っ

てくれる。それをきっかけに、2人は次第に惹かれあうようにな

るのだが―。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

