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Program Line-up 

 

 

 

 

 

2015 年 6 月 22 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 8月のおすすめ番組 
 

「秘密の扉」 
 
ハン・ソッキュ主演！トンイとイ・サンを結ぶ朝鮮王朝
最大の謎、悲劇の「米びつ事件」を新たな視点から 
描くミステリー時代劇！ 

 
 
 
 

「僕とスターの９９日」  
 
西島秀俊、キム・テヒ主演！ 
さえないアラフォー独身男と世界的な美人スター。 
出会うはずのない2人とその家族や仲間が織りなす 
最高のラブコメディ！ 
 

 
 

「個人の趣向」 
 
パーフェクトな男と恋愛ベタな女がワケあり同居！？
イ・ミンホ、ソン・イェジン共演、大ヒットラブコメディ！ 
 
 
 
 

「私たちが101本のドラマを
作るのには、理由があって
だな2(仮)」 
 
ジェーン・スーの“逆”結婚指南書「私たちがプロポー
ズされないのには、101の理由があってだな」（ポプラ
社刊）が原作の連続ドラマのシーズン2が、9月放送 
スタート！それに先駆けてドラマの裏側がのぞけちゃ
うメイキング番組を放送！ 
 

©SBS 

© 2010 Lee Kim Production 

 ©フジテレビジョン 
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「秘密の扉」 
韓国/2014 年/全 24 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： 8/3（月）スタート 毎週（月）（火）21：30～   

出演：ハン・ソッキュ（英祖：「根の深い木～世宗大王の誓い～」『シュリ』『パパロッティ』）、イ・ジェフン（イ・ソン

（のちの思悼世子）：『建築学概論』『パパロッティ』）、キム・ユジョン（ソ・ジダム：「太陽を抱く月」「SBS 人

気歌謡」）、パク・ウンビン（惠慶宮ホン氏）、キム・ミンジョン（ナ・チョルチュ）、チェ・ウォニョン（チェ・ジェゴ

ン）、ソ・ジュニョン（シン・フンボク） 

写真クレジット：©SBS 

 
ハン・ソッキュ主演！英祖はなぜ思悼世子を死に追いやった 
のか・・・？トンイとイ・サンを結ぶ朝鮮王朝最大の謎、悲劇の
「米びつ事件」を新たな視点から描くミステリー時代劇！ 
 
1754年、在位30年を迎えた朝鮮第21代王の英祖。自身を   
支持する老論派と、兄の景宗を支持する少論派の党派争いに
巻き込まれ、幼い頃から暗殺や処刑の危機にさらされてきた彼
は、生き延びるために老論派に従い、王となった。 
一方、英祖の息子イ・ソンは、地位と権力を約束されて生まれ
た世子。現在は父の代理で政務を執り、名君となるべく修業中
だ。好奇心旺盛なソンはある日、唯一の友である画員のシン・
フンボクを連れ、身分を隠して街に出かける。違法と知りつつ 
貸本の取引を試みたソンは捕校に怪しまれるが、美しく聡明な
貸本屋の娘ソ・ジダムの機転でその場を切り抜ける。 
王宮に戻ったソンは独断で「民のために貸本業と出版を許可する」と宣言するが、老論派の重臣たちは猛反対。
英祖もまた激怒し、譲位宣言という切り札を使ってソンを阻止するのだった。そんな中、先代王・景宗が眠る 
王陵の井戸から、フンボクが死体となって発見される。捜査の結果、その死は自殺として処理され、逆賊とみな 
されたフンボクの家族は奴婢に貶められてしまう。ソンは親友の汚名を晴らすために再捜査を始め、フンボクの
最期を目撃したジダムを秘密捜査官に任命。ジダムの力を借りながら事件の謎を追ったソンは、やがて父・  
英祖が隠し通してきた“連判状”にまつわる秘密の扉を開くことになるが…。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西島秀俊特集！ 
「僕とスターの９９日」 

日本/2011 年/全 10 話/60 分/HD 作品/ CS 初放送 

放送日時： 8/4（火）スタート 毎週（月）-（木）23：00～ 

出演：西島秀俊（並木航平）、キム・テヒ（ハン・ユナ：「チャン・オクチョン」）、桜庭ななみ、テギョン（2PM）、石黒

英雄、倍賞美津子、朝加真由美、生田智子、片桐はいり、要潤、佐々木蔵之介 

写真クレジット：©フジテレビジョン 

 

西島秀俊、キム・テヒ主演！さえないアラフォー独身男と世界的な美人スター。出会うはずのない2人とその家族

や仲間が織りなす最高のラブコメディ！「いちばん近くて遠い恋」をテーマに、キム・テヒ演じる韓国から日本に  

撮影にやってくる大スターと、彼女の専属ボディガードを務めることになった西島秀俊演じる地味な独身男の、 

契約期間である99日間に織りなされる、最高に凸凹で、誰にも言えない期間限定の秘密の恋を描く。 
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並木航平は、警備会社でバイトをしているもうすぐ40歳の独身男。

優しげで甘いルックスにも関わらず、頼りなくみえてしまうさえない

男。いつも周囲の人間からは無理難題を押し付けられ、振り回  

されがちだ。特に放浪癖のある姉からは、いつも3人の子供たちの

世話を押し付けられ、家は常に大家族状態で毎日てんやわんや。

しかし実は、天文学の道を目指し「自分だけの星を見つけたい」と

いう大きな夢を持っている熱い男でありながら家庭環境や経済的

な事情を理由にして、一歩踏み出すことをせず、夢を静かに諦め

てきた切ない男でもある。そんなある日、彼を最大級に振り回す 

ことになる運命の女性に出会ってしまう。 

そのお相手こそが、彼が警護を担当することになる韓国を代表する美貌の女優、ハン・ユナ。セレブで大人気 

スターのユナは、完璧な顔立ちとスタイル、そして華麗な身のこなしでみんなの憧れだが、本当は日本の     

B級グルメをこよなく愛する超庶民派。そんな彼女は、一見誰からもうらやましがられるような何不自由ない人生

を送っているようにみえて、実はある大きな秘密を抱えていて…。出会うはずのない、ボディガードと大スターと 

いうふたりが出会い、最初はぶつかりあうものの、だんだんと距離が近くなっていく。そして、さまざまな壁や  

敵から身を守りながら、言葉が完全には通じないからこそ起こるトラブルの連続を乗り越え、お互いの夢を支え

合えるオンリーワンの存在になるまでを描いていく。99日間という限られた期間内で、2人の関係がどう転がって

いくのか、そして、契約が切れた100日目…2人はどんな選択をするのか！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個人の趣向」 
韓国/2010 年/全 16 話/75 分 or90 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 8/8（土）スタート 毎週（土）13：30～4 話連続 

出演：  チョン・チノ（チョン・ジノ）：（イ･ミンホ（「花より男子～Boys Over Flowers」）、パク・ケイン：ソン・イェジン

（「夏の香り」、「四月の雪」、「スポットライト」）、ハン・チャンニョル：キム･ジソク（「推奴～チュノ」、「ぶどう

畑のあの男」）、キム・イニ：ワン・ジヘ（「チング～愛と友情の絆」、「プレジデント」）、 

 キム・テフン：イム･スロン/2AM 

写真クレジット：© 2010 Lee Kim Production 

 

パーフェクトな男と恋愛ベタな女がワケあり同居！？ 

イ・ミンホ、ソン・イェジン共演の大ヒットラブコメディ！ 

家具デザイナーのパク･ケインは、展示即売会に行く途中、建築家の 

チョン･チノを痴漢と間違い一悶着を起こす。その後、恋人のチャンニョ

ルから別れを告げられショックを受けたケインは、男友達のウォノとやけ

酒を飲み、酔いつぶれて入ったホテルでチノと再会。チノが男性といた

ために、ケインはチノをゲイだと誤解してしまう・・・。 

翌日、友人イニの結婚式に出かけたケインだったが、なんと新郎は  

チャンニョルだった！動転したケインは結婚式で騒動を起こし、イニと 

チャンニョルは破談してしまう。 
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そんな中、借金返済に悩んでいたケインは、有名建築家の父が建てた伝統家屋「サンゴジェ」での同居人を探そ

うと決心する。その頃、タム美術館の設計コンペを控えたチノは、館長のチェ・トビンが「サンゴジェ」を気に入って

いるという情報を掴んだため、部屋を探しているという口実でケインの元を訪れる。「ゲイなら問題ない」という 

友人ヨンソンに勧められたケインは、チノと同居をすることに・・・。だらしなく色気もないケインとクールで神経質な

チノ、正反対な2人の同居生活。ゲイという誤解を解けず、しだいに惹かれあうものの言い出せない2人の切なさ、

ケインを取り戻したいチャンニョルと、チノを狙うイニの執念、そしてチノへ熱い眼差しを送る館長･･･。後半には 

ケインが封じてきた家族の記憶も絡み、ラブコメディの王道でありながら、男女の枠を越えた個人としての愛情や、

家族への想いにも胸をキュンとさせられる作品。 

 

「広開土太王 ―こうかいどたいおう―」 
韓国/2011 年/全 92 話/60or75 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時： 8/5（水）スタート 毎週（月）-（金）8：30～ほか 2 話連続放送 

出演：イ・テゴン（タムドク（広開土太王）：「神様、お願い」「淵蓋蘇文（ヨンゲソムン）」「宝石ビビンバ」）、 

キム・ジョンファ（ソルチ：「風の国」）、キム・スンス（コウン：「朱蒙（チュモン）」）、 

イム・ホ（慕容宝：「大祚榮 テジョヨン」）、オ・ジウン（トヨン：「怪しい三兄弟」）、 

ホン・ギョンイン（ヨンサルタ：「善徳女王」）、イ・イネ（ヤギョン：「ファン・ジニ」）） 

写真クレジット：Licensed by KBS Media Ltd. ©2011 KBS. All rights reserved 

 

朱蒙より偉大な王がいた！イ・テゴン主演、韓国史上初めて大陸まで  

領土を広げた征服王、広開土太王の一代記を描くドラマ！ 

彼の戦いの本当の理由、それは民への愛だった― 

高句麗王の第2王子として生まれたタムドク (後の広開土太王)は権力の

争いから逃れるため王子としての生き方より将軍としての生き方を選ぶ。

高句麗への侵攻を止まない後燕の皇帝慕容垂と皇太子慕容寶は高句麗

の西北方要衝地を攻撃する。高句麗の国相ケヨンスは後燕から息子コウ

ンが送ってくれる情報を頼りに計略を出すが他の大臣からは猛反対が…。

戦場になった遼東省ではコム大将軍、タムドクをはじめとする高句麗軍と

後燕軍の間に熾烈な戦いが繰り広げられる。 

 

西島秀俊特集！ 
「さよならみどりちゃん」 

日本/2004 年/90 分/HD 作品 

放送日時： 8/7（金）23：00～ほか 

出演： 星野真里、西島秀俊、松尾敏伸、岩佐真悠子、佐藤二朗ほか  

写真クレジット：© さよならみどりちゃん製作委員会 

 

南Q太の同名コミックの映画化。人を愛することのせつなさを描いた    

恋愛映画。演技派女優・星野真理が映画初主演、そしてヒロインが惹かれ

ていくダメ男ユタカを西島秀俊が演じる。 

ユタカのことが好き。でも、初めてセックスした日、ゆうこはユタカに“みどり

ちゃん”という彼女がいることを知った。片思い。電話番号さえ知らなくて、

恋人じゃないと言われても、嫌われたくないから、彼にすすめられるまま、

スナックでバイト。OLと二重生活。若くて胸が大きい優希は、ユタカの彼女 

になりたがってるし、可愛いけど、頼りないたろうくんは、「ゆうこさん、好き」って言ってくれるけど。ユタカに甘え

て、そのくせ優希とも、顔も見たことない“みどりちゃん”とも張り合う気なんかなくて、そのまま2人の関係は続い

ていくみたいだった。「好きだけじゃ、ダメなのかな？」。でも、“みどりちゃん”とユタカが、一緒にタクシーに乗り 

込むのを見た時、ゆうこの切ない“想い”が溢れ出す・・・。 
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西島秀俊特集！ 
「メモリーズ・コーナー」 

フランス・カナダ/2011 年/88 分/HD 作品/CS ベーシック初 

放送日時： 8/14（金）23：00～ 

出演：デボラ・フランソワ（『タイピスト！』）、西島秀俊、阿部寛、フランソワ・パピニュ、國村隼、塩見三省、 

 倍賞美津子ほか 

写真クレジット：© NOODLES PRODUCTION, FILM ZINGARO 2 INC., FRANCE 3 CINEMA, 2011 

 

神戸を舞台に、日本にやってきたフランス人のジャーナリストと2人の日本人 

男性の不思議な関係を描く。フランス人ジャーナリストのアダは、95年に起きた

阪神大震災の式典を取材するために神戸を訪れる。街は復興し、誰もがかつて

の悲劇と決別し、豊かな暮らしを楽しんでいるかのように見える。通訳の岡部を

伴い、かつての被災者の家を訪ね歩くアダの前に、いまだに後遺症に悩む寡黙

な石田が現れる。かたくなな態度をとる彼の心を開かせようとする彼女に、岡部

は彼が現世の男ではないと忠告する。しかし彼女は不思議な石田に魅せられ、

取材にのめり込んでいく。やがて彼が幻であることを悟った彼女は、岡部の  

故郷、淡路島の美しい風景の中に石田の記憶を見出していく…。 

 

「私がクマにキレた理由（わけ）」 
アメリカ/2007 年/106 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 8/21（金）23：00～ほか 

出演： スカーレット・ヨハンソン、ローラ・リニー、アリシア・キーズほか 

写真クレジット：©2007 The Weinstein Company, LLC. All rights reserved. 

 

スカーレット・ヨハンソン主演、ニューヨークの上流階級でベビーシッターをすることに

なった女子大生の奮闘を描いた全米ベストセラー小説「ティファニーで子育てを」を 

キュートに映画化。ステキな仕事についてエリートになる！…はずだったアニーは、

ひょんなことからマンハッタンの超ゴージャスなセレブの家で息子の世話をする   

ナニーとして働くことに。雇い主は、美しく高慢な“ミセスX”。自由なニューヨーク生活

を夢見ていたアニーは、勝手なセレブ親子に24時間振り回されっぱなし。言いたい 

ことも言えない、プライベートもない、恋もできないそんな仕事なんてやめてやる！ 

本音を爆発させ、キレてしまったアニーが見つけた未来とは？ 

 

「パパロッティ」 
韓国/2013 年/127 分/字幕/HD 作品/日本初放送 

放送日時： 8/28（金）23：00～ 

出演：  ハン･ソッキュ（サンジン：「秘密の扉」「根の深い木～世宗大王の誓い～」）、イ･ジェフン（ジャンホ：「秘密

の扉」『建築学概論』）、オ・ダルス（『10 人の泥棒たち』）、カン・ソラ（「未生－ミセン－」）、チョ・ジヌン（「根

の深い木-世宗大王の誓い-」）ほか 

写真クレジット：COPYRIGHT © 2013 KM CULTURE ALL RIGHTS RESERVED. 

 

「秘密の扉」放送開始記念！ハン・ソッキュ×イ・ジェフンのＷ主演で贈る感動の

実話を、日本初放送！歌をあきらめた音楽教師と歌を信じた高校生。すべては

2人の不協和音から始まった―かつて将来を嘱望されたオペラ歌手だったが、

今は音楽教師として片田舎の高校で漫然と過ごしているサンジン。ある日、歌

がうまいと評判のジャンホが転校してくる。初日から子分を引き連れて黒塗りの

車で登校したり、授業中でも兄貴分からの電話に出るジャンホに、サンジンは眉

をひそめる。オペラ歌手になる夢を持ちながらも、唯一の肉親である祖母を亡く 

したジャンホは、行き場を失った自分を家族として受け入れてくれたヤクザの世界で生きていた。そんな彼をコン

クールで入賞させろと校長は息巻くが、サンジンは彼の歌声を一度も聴こうとはしない。そんな中、ジャンホは1人

でコンクールに挑むが…。 
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★今月のオススメオリジナル番組★ 
 

 

「私たちが 101 本のドラマを作るのには、理由があってだな 2（仮）」 
日本/2015 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 8/8(土)19：00～ほか 

 

作詞家・ラジオパーソナリティなどマルチに活躍するジェーン・スー原作の   

“逆”結婚指南書「私たちがプロポーズされないのには、101の理由があってだな」

（ポプラ社刊、以下「わたプロ」）に登場する”101 の理由”を、101 本映像化して  

しまうという前代未聞の連続ドラマ「わたプロ」。昨年放送されたシーズン 1 は、 

地上波ドラマに引けを取らない出演者×スタッフで話題沸騰！シーズン 2 は、  

さらに豪華なキャスト＆クリエーターを迎え、パワーアップしていよいよ 9 月放送 

スタート！それに先駆けて、ドラマの裏側がのぞけちゃうメイキング番組を放送！ 

 

 

「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： 後編： 8/4（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、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。後編は、シンガポール名物チキンライスにあうオリジナル

ソース作りで、優くんとてらっちが対決！果たしてどちらが勝ったの

か！？ 

 

 

 

「優くんが行く！」 
日本/2015 年/30 分/HD 作品 

放送日時：8/18（火）15：00～ほか 

出演： 城田優 

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、日本を飛び出して、シンガポールからお届けする特別

編・・・の優くんがひとりでお届けするスピンオフ番組！シンガポール

は何度も訪れたことがあるという優くんが女性が喜ぶオススメスポット

を案内する。行列必至の人気グルメや、穴場スポットも！  
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Program Line-up 

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！ 

 

 

 

 

 

 

「アートドキュメンタリー LOVE～写真家レスリー・キーの世界」 
日本/2015 年/60 分/HD 作品 

放送日時： 8/13(木)16：00～ほか  

出演： レスリー・キー 

ナレーション： 斎藤工 

 

シンガポール出身の写真家レスリー・キー。東京を拠点に、世界中の 

アーティスト、スーパーモデル、セレブリティから支持を受け躍進する 

世界的なカメラマンである彼の人生は、想像を絶する努力と想いが詰 

まっていた。しかし、それは辛いものだけではない。彼の人生は、彼が

撮影する写真そのものに表現されている・・・それが LOVE。少年時代に

母を亡くし、孤児院を経て、日本文化に出逢う。憧れと想いを形にする

ためにカメラを持ち、日本での生活を始めたという彼の人生と世界と

は・・・。今最もセクシーな男、斎藤工が、本作のナレーターを務める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

