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Program Line-up 

 

 

 

2015 年 5 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 7月のおすすめ番組 
 

「ボスを守れ」 
 
チソンVSジェジュンのイケメン御曹司対決！？ 
ふたりが恋に落ちたのは…元女番長の最強秘書！ 
豪 華 キ ャ ス ト で 贈 る 大 ヒ ッ ト ロ マ ン テ ィ ッ ク ･       

ラブコメディ！  
 
 
 

「メンズキッチン」  
シンガポール特別編 
 
俳優・城田優と料理研究家・寺田真二郎が出演する  
自由度100％な料理番組が、またまた日本を飛び  
出した！シンガポールからお届けする特別編！ 

 
 
 
 

「武則天 秘史」 
 
中国史上唯一の女帝、そして中国三大悪女の一人、  
武則天（則天武后）の人生を描いた歴史超大作！ 
 
 
 
 

「結婚の女神」 
 
結婚の本当の意味と大切さについて問いかける   
大人のラブストーリー。結婚を巡る4人の女たちの  
リアルな心情を描く。 
 
 
 
 

. ©SBS 

©A&B Film Enterprises Limited 

. ©女性チャンネル♪LaLa TV 

. ©SBS 
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「ボスを守れ」 
韓国/2011 年/全 18 話/75or90 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時： 7/4（土）毎週（土）13：30～ 一挙放送   

出演：チソン（チャ・ジホン：「キルミーヒールミー」『マイ PS パートナー』）、チェ・ガンヒ（ノ・ウンソル：「7 級公務

員」）、キム・ジェジュン（チャ・ムウォン：『コードネーム：ジャッカル』「トライアングル」）、 

 ワン・ジヘ（ソ・ナユン：「個人の趣向」「がんばれ、ミスターキム！」） 

写真クレジット：©SBS  

 

チソンVSジェジュンのイケメン御曹司対決！？ふたりが恋に落ちた

のは…元女番長の最強秘書！豪華キャストで贈る大ヒットロマン 

ティック･ラブコメディ！  
三流大学出身の就職難民ノ・ウンソルは、財閥オーナーの息子で 
不良ボスであるチャ・ジホンの秘書として採用される。毎日ジホンの
気まぐれとわがままに耐えながら、正社員になるため、そしてジホン
を立派なボスにすべく一生懸命なウンソルは、いつのまにか、ジホ
ンにとって無くてはならない存在に。チャ・ムウォンは、ジホンの従兄
弟でライバルでもあり、ウンソルを採用した何事も完璧な本部長。 
彼もウンソルに好意を抱くようになり、ウンソルは2人のボスから思い
を寄せられる。ここに2人の幼馴染ソ・ナユンも加わり･･･。 
不良ボスを更生させるまでの恋をコミカルに描いたロマンティック･ 
ラブコメディ！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★今月のオススメオリジナル番組★ 
 

【夏休みスペシャル！旅番組特集】 
「メンズキッチン」シンガポール特別編 

日本/2015 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 前編：7/7（火） 中編：7/21（火） 15：00～ほか 

出演： 城田優、寺田真二郎 

写真クレジット：©女性チャンネル♪LaLa TV  

 

俳優・城田優と料理研究家・寺田真二郎が出演する自由度100％な料理番組が、またまた日本を飛び出して、 

シンガポールからお届けする特別編！前中後編と3本にわたり、シンガポールの魅力をたっぷりご紹介。   

食事、買い物スポット、アクティビティ…見どころ満載！ 
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「武則天 秘史」 
中国/2011 年/全 50 話/60 分/字幕版/ HD 作品/日本初放送 

放送日時： 7/1（水）スタート 毎週（月）-（金）8：30～ほか  

出演： リュウ・シャオチン（「楊家女将伝 楊家女将伝～女ドラゴンと怒りの未亡人軍団～」「則天武后（1995 年

制作）」）、イン・タオ（「蒼穹の昴」）、スーチン・ガオワー（『グォさんの仮装大賞』）、チェン・シュアン（「二人

の王女」） 

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

中国史上唯一の女帝、そして中国三大悪女の1人、武則天（則天武后）

の人生を描いた歴史超大作！激動の時代、女帝を目指し冷酷無比に 

生きた武則天の美しくも波乱に満ちた生涯を、中国三大女優が熱演！ 

7世紀・唐の時代。2代太宗の後宮で才人であった元平民の媚娘(びじょ

う・のちの武則天）は皇太子・李治と恋におちる。太宗の死後出家するも、

即位した李治と逢瀬を重ね妊娠。そして還俗し後宮へ復帰、第二皇子の

李弘を産む。媚娘は、ライバルの王皇后を公主殺害で、簫淑妃を呪術を

行ったという罪で処刑。皇后となった媚娘は病弱な夫を助け執務を行って

いくが・・・。 

 

「結婚の女神」 
韓国/2013 年/全 36 話/75 分 or90 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： 7/14（火）スタート 毎週（月）-（金）20：00～ほか 

出演： ナム・サンミ（ソン・ジヘ：「朝鮮ガンマン」「食客」）、イ・サンウ（キム・ヒョヌ：「神々の晩餐―シアワセのレシ

ピ―」「馬医」）、キム・ジフン（カン・テウク：「となりの美男〈イケメン〉」）、イ・テラン（ホン・ヘジョン：「妻の資

格」「噂のチル姫」）、キム・ジョンテ（「ミス・リプリー」）、チャン・ヨンナム（「7 級公務員」）、 

 チャン・ヒョンソン（「ファントム」）、チョ・ミンス（「クリスマスに雪は降るの？」）、 

 クォン・へヒョ（「私の名前はキム・サムスン」） 

写真クレジット：©SBS 

 

結婚の本当の意味と大切さについて問いかける大人のラブ   

ストーリー。結婚を巡る4人の女たちのリアルな心情を描く。   

ラジオの放送作家、ソン・ジヘは出張兼休暇で訪れた済州島で、

同じように1人で旅行に来ていた建築家のキム・ヒョヌと出会う。

機内で隣だったジヘが落としていった本をヒョヌが拾ったことが  

縁で、一緒に島を回ることになる2人。3日間を一緒に過ごし   

ながら、ジヘはヒョヌに魂が通じ合うような不思議な安らぎを抱い

ていく。そして、ソウルに戻る前夜、ヒョヌと一晩を共にしてしまう。

だが、ジヘには結婚を間近にした検事の婚約者カン・テウクが 

いた。自分の過ちに戸惑い、冷たく突き放すジヘに、ヒョヌは1日

考えてみてほしいと話すが、2人はすれ違ったまま済州島を去る

ことに。 

ソウルに戻ったジヘは、強引に結婚話を進めるテウクに辟易し、財閥子息の彼や彼の家族との価値観のズレに

結婚への迷いが膨れ上がっていく。そんな中、偶然ヒョヌと再会したジヘは、ヒョヌの誠実な気持ちを知り、   

心が激しく揺さぶられる。一方、テウクの兄テジンの妻で元アナウンサーのホン・ヘジョンは、浮気性の夫や、  

俗物的で嫁を召使程度にしか思っていない姑のもと、感情を押し殺して「財閥の嫁」の座とプライドを必死で   

守っている。貧しい家の出のヘジョンは、惨めな思いに耐えながらも、この家で手に入れたいものがあった。  

家柄や生き方、そして価値観。様々な結婚の条件のなかで、女たちは何を選び、何を捨てるのか。ジヘが選ぶ 

人生のパートナーは？ 
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【夏休みスペシャル！旅番組特集】 
「花より青春」 

韓国/2014 年/全 11 話/90 分/字幕版/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時： 7/11（土）スタート 毎週（土）10：30～/再 21：30～ 

出演：【ペルー編】＃1～6：ユ・ヒヨル、イ・ジョク、ユン・サン   

 【ラオス編】＃7～11：バロ（B1A4）、ユ・ヨンソク、ソン・ホジュン 

プロデューサー：ナ・ヨンソク（「花よりおじいさん」「花よりお姉さん」「一泊二日」「三食ごはん」） 

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

 

人気旅バラエティ「花よりおじいさん」「花よりお姉さん」に続く、シリーズ

第3弾！韓国人気芸能人6人が、40代チームと20代チームに分かれ、 

それぞれペルー、ラオスへと飛び立つ！イ・ソジンが荷物持ちとなり、 

平均年齢77歳のベテラン俳優4人との海外旅行が話題を呼んだ人気 

番組「花よりおじいさん」を手掛けたナ・ヨンソクプロデューサーによって

今回選ばれたのは、40代と20代の人気芸能人6人。共に歌手という共通

点を持ち、兼ねてから親交の深かったユ・ヒヨル、イ・ジョク、ユン・サンの

40代チームはペルーへ、記録的ヒットドラマ「応答せよ、1994」に出演  

したバロ（B1A4）、ユ・ヨンソク、ソン・ホジュンの仲良し20代チームは  

ラオスへ！それぞれ同世代の男3人による、爆笑と感動に包まれた、  

思いがけない青春旅がはじまる！  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

「建築学概論」 
韓国/2012 年/117 分/HD 作品/CS ベーシック初放送 

放送日時： 7/11（土）23：00～ほか 

出演：オム・テウン（スンミン（現在）：「赤道の男」「スーパーマンが帰ってきた」）、ハン・ガイン（ソヨン（現在）：

「太陽を抱く月」）、スジ（ソヨン（過去）：miss A/「九家の書」）、イ・ジェフン（スンミン（過去）：「秘密の扉」）

ほか 

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

 

韓国で400万人動員し、初恋ブームとして社会現象になった作品。大学１年の授業で恋した君に、15年後に再会 

した。「なぜ今さら僕のところへ？」「どうしてるか気になったの」本当にあの愛は存在したのか－ 

15年の時を経て真実はよみがえる。 

建築学科に通う大学1年のスンミンは、“建築学概論”の授業で音楽  

学科の女子学生ソヨンに出会い、一目で恋に落ちた。しかし、恋に奥手

なスンミンはなかなか告白できないまま、小さな誤解からソヨンと    

遠ざかってしまう。それから15年後、建築士になったスンミンの前に、 

ソヨンが突然現れ、家を建てて欲しいと言う。その建築の過程で次第に

明らかになるソヨンの素性。そして、よみがえる記憶と新たに生まれる

温かな感情。しかしスンミンには婚約者がいた－。 
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「プロゴルファー花」 
日本/2010 年/全 13 話/45 分/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時： 7/13（月）スタート 毎週（月）-（木）23：00～ 

出演：加藤ローサ、片瀬那奈、井上正大、ムロツヨシ、石黒賢ほか 

脚本：福田雄一（「わたプロ」「コドモ警察」「アオイホノオ」） 

演出：福田雄一、岡本浩一、塚本連平、久保田博紀 

写真クレジット：©ytv 

 

ゴルフの才能を見出された主人公が父の借金を返すため、伝説の 

コーチとプロゴルファーを目指し奮闘する物語！しかし彼女の前に 

立ちはだかったのは、貧乏とセレブの超格差社会！プロの狭き門を

巡って天才ゴルファー・リコと陰謀渦巻く対決が繰り広げられる！？  

 

派遣社員の野宮花は上司の無理な命令で、取引先との接待ゴルフに  

イヤイヤ参加する。しかし、花は接待にもかかわらずスーパーショット

を披露、ラッキーなカップインも出して優勝してしまう。機嫌を悪くした 

取引先が商談を白紙にし、激怒した社長は花にクビを言い渡す。1億円もの借金を抱える野宮家にとって花の 

給料は頼みの綱。花は就職活動に奔走するが、全く仕事は見つからない。そんな花の前に1人の男が現れる。

それは接待ゴルフの花のプレーを偶然見かけた謎のゴルフコーチ・醍醐一馬だった。花の才能を見抜いた醍醐

はプロゴルファーへの挑戦を勧めるが、花はキッパリ拒否。実は、花にはゴルフを教えてくれた父親の死をきっ

かけにゴルフを封印した過去があったのだ。しかし、借金の厳しい取り立てに怯える家族を目にし、花は借金を

完済すべくプロゴルファーになることを決意。果たして花は、プロになることが出来るのか？そして、花は１億円も

の借金を返せるのか？！花の熱く長い戦いが始まる！ 

 

 

 

「セックス依存症の私」 
スペイン/2008 年/101 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 7/3（金）23：00～ほか 

出演： ベレン・ファブラ（『クラブ・ロリータ』）、レオナルド・スバラグリア（『１０億分の１の男』）、ジェラルディン・チ

ャップリン（『ドクトル・ジバゴ』）、アンヘラ・モリーナ（『靴に恋して』）ほか 

写真クレジット：©2008 Castelao Productions - Canonigo Films S.A. - Filmax 

 

快楽に溺れた女性がつづる、官能の日々の記録…背徳と悦楽の

世界に堕ちていく女の姿を描いたエロティック・サスペンス！ 

満たされたい・・・。セックスこそが、私の生きている証し。キャリア

ウーマンとして働き、中流階級に属している魅力的な女性ヴァルは

セックス依存症であった。性への好奇心と欲望を満たすため、  

さまざまな男性と経験を重ねる内、セックスが自分の中心となり、

男性であれば誰とでも関係を持つようになる。やがて彼女を１人の

人間として愛する男性が現れるが、彼の嫉妬は徐々にエスカレー

トし、ドメスティック・バイオレンスに発展していく。愛とセックスの間

で戸惑い、自分を失くした彼女はついに娼館で働くのだが…。 
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「情痴 アヴァンチュール」 
フランス、ベルギー/2005 年/98 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 7/10（金）23：00～ほか 

出演：  リュディヴィーヌ・サニエ、ニコラ・デュヴォシェル、ブリュノ・トデスキーニ、フロランス・ロワレ＝カイエほか 

写真クレジット：©2007 SWFX Limited 

 

夜の街を裸足でさまよう夢遊病の美女と、彼女の美しさに魅了され翻弄される

男性の危険な愛の行方を描いた官能ラブストーリー。恋人のセシルとともに、 

パリのアパルトマンに引っ越してきたジュリアン。ビデオライブラリーで夜遅くに

働く彼は、仕事の帰りに不可解な行動を取る裸足の女性を見かける。その女性、

ガブリエルは、ジュリアンの向かいに住む1児の母だった。 

 

「愛の神、エロス」 
フランス、イタリア、ルクセンブルグ、アメリカ、中国/2004 年/108 分/字幕/HD 作品/R-15 

放送日時： 7/17（金）23：00～ 

出演： コン･リー、ロバート・ダウニーJｒ.、クリストファー・ブッフホルツほか  

監督： ウォン・カーウァイ（｢若き仕立て屋の恋｣）、スティーヴン・ソダーバーグ（｢ペンローズの悩み｣）、 

 ミケランジェロ・アントニオーニ（｢危険な道筋｣） 

写真クレジット：©2004 Block 2 Pictures,Inc.-Ipso Facto,Inc.-Roissy Films,SAS -Solaris SA -Cite Films 

Productions SA-Fandango SRL.All RIghts Reserved. 

 

カンヌ映画祭を制した3人の巨匠監督による、愛とエロスにまつわる物語。 

 

1963年の香港。仕立屋見習いのチャンは、高級娼婦ホアの元へ仮縫いに訪れる。

ホアに触れられ、その手の感触を焼き付けたまま、チャンはドレスを縫い続ける。

（若き仕立屋の恋） 

 

1955年のニューヨーク。広告クリエーターのペンローズは、精神科医のパールに夢の解析を依頼する。誰なのか

思い出せない美女、鳴り続ける電話。その夢の正体は…。（ペンローズの悩み） 

 

真夏のトスカーナ。結婚生活に行き詰ったクリストファーとクロエは、ドライブをしていても口論が絶えない。クリス

トファーは、浜辺の塔で暮らすリンダと関係を持つが…。（危険な道筋） 

 

「レディ・チャタレー」 
フランス/2006 年/135 分/字幕/HD 作品/R-15 

放送日時： 7/24（金）23：00～ 

出演：マリナ・ハンズ（コンスタンス）、ジャン=ルイ・クロック（バーキン）、イポリット・ジラルド（クリフォード）、   

エレーヌ・アレクサンドリディス（ボルトン夫人）ほか 

写真クレジット：©Maia Film-Saga Films-Atre France Visa d'exploitation n°110 132-Depot legal 2006 Tous 

droids reserves 

 

20世紀最高の性愛文学「チャタレイ夫人の恋人」を完全映画化。 

1921年第一次世界大戦直後のイギリス中部の村。戦争で下半身不随

となったクリフォード・チャタレー卿と暮らす妻のコンスタンスは、夫と体

の触れ合いも心の結びつきもなく息のつまる生活を送っていた。そんな

中彼女は、チャタレー卿に雇われている森の猟番パーキンと出会う。 

一見無骨ではあるが、気高く孤独な心を持つ彼に自分の孤独を重ね 

合わせたコンスタンスは猟番の小屋に通うようになり、いつしか2人の 

乾いた心と身体は互いを強く求めあうようになる。それはコンスタンスに

とって官能の喜びへの緩慢な目覚めであった。 
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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！ 

 

 

 
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/

