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2015 年 7 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 9月のおすすめ番組 
 

「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」 
シーズン2 
 
“未婚のプロ”ジェーン・スー原作、女性たちから大き
な支持を得る“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」を豪華  
俳優＆スタッフを迎えてドラマ化。待望のシーズン2が
いよいよ9月放送スタート！ついに101本のエピソード
が完結する！ 
 

「火の女神ジョンイ」  
 

「チャングムの誓い」「ファンジニ」「トンイ」から続く、女
の歴史エンターテインメント大作！16世紀後半、女性
として初めて沙器匠の座に上りつめた朝鮮一の陶工、
ユ・ジョンの波瀾万丈な半生を描く。 
 

「温かい一言」 
 
ハン・ヘジン、チ・ジニ共演！夫婦とは何か、離婚の
危機を通して互いの痛みに気づいていく、2組の夫婦
のヒーリング・ラブストーリー。 
 

 

「となりの美男＜イケメン＞」 
 
ラブコメディの大本命！ご近所さんはイケメンだらけ？
パク・シネ×ユン・シユンが贈る、キュンとして、切なくて、
とってもいとしくなる物語。 
 
 
 
 

©女性チャンネル♪LaLa TV 

© SBS 

©MBC 2013 All Rights Reserved. 

©CJ E&M Corporation, all rights reserved 
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「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」シーズン 2 

日本/2015 年/全 18 話/30 分/HD 作品 

放送日時： 9/2（水）スタート 毎週（水）23：00～ 再：（土）（日）23：00～   

出演：菜々緒（#1）、小池栄子（#2）、夏菜（#3）、城田優（#4） 

脚本：松田沙也（#1）、マギー（#2）、樋口七海（#3）、池田鉄洋（#4） 

監督：川村泰祐（#1）、マギー（#2）、本橋圭太（#3、4） 

写真クレジット：©女性チャンネル♪LaLa TV 

 
“未婚のプロ”ジェーン・スー原作、女性たちから大きな支持を得る“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」を豪華俳優＆スタッフを迎えてドラマ化！待望のシーズン2がいよいよ9月
放送スタート！ついに101本のエピソードが完結する！ 
『友達から「とても結婚願望があるように見えない」と言われる。あなたが。』 
『まだ本気出していないだけで、本気を出せばどうにかなると思っている。』 
『病めるときも健やかなるときも、バカ笑いできる女友達に囲まれている。』 
なかなか結婚できない、プロポーズされない女には101の理由があった！？知らず知らずのうちにやってしまって
いるアレコレを、笑って泣いて喋って楽しむ101通りの“逆”結婚指南。今度こそ！プロポーズされる!? されない!? 
すべての”未婚のプロ（＆予備軍）”に捧げる人間洞察エンターテイメント！ 
 

# 放送日 出演 脚本 監督 エピソード 

1 9/2 

菜々緒 

白石隼也 

荒木宏文 

松田沙也 川村泰祐 

・彼の浮気を許し続けた。もしくは、あなたの浮気がバレ続けた。 

・そういうテクニックにひっかかる男は、全員バカだと思ってしまう。 

・彼に「保険に入れ」と言ったことがある。 

2 9/9 

小池栄子 

濱田岳 

マギー 

マギー マギー 

・彼を、元彼と比べて寸評したことがある。 

・彼をあなたの父親と比べて寸評したことがある。 

・なにがあっても、もう彼にはなにも言わないで、悟りを開いたように微笑

んでいるだけ。 

3 9/16 

夏菜 

桐山漣 

小林涼子 

樋口七海 本橋圭太 

・あなたは法律家だ。 

・合コンに行った彼を責めず、無言の圧力をかけて追い詰めた。 

・まだ本気出してないだけで、本気出せばどうにかなると思っている。 

4 9/23 

城田優 

芦名星 

大島麻衣 

瀬戸さおり 

池田鉄洋 本橋圭太 

・嫉妬させようと、他の男から口説かれた話をしたことがある。 

・以前付き合っていた男性のプロポーズを「もっといい人がいるかも」という

理由でお断りした。 

・正直に言えば、ひとりで生きていける自信がある。 

5 9/30 バラエティ＆アニメ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 



 

 

 3 

Program Line-up 

「火の女神ジョンイ」 
韓国/2013 年/全 32 話/90 分/字幕/HD 作品 

放送日時：9/5（土）スタート 毎週（土）（日）9：00～/20：00～ 

出演：ムン・グニョン（「清譚洞アリス」「メリは外泊中」「風の絵師」）、イ・サンユン（「いとしのソヨン」「エンジェル

アイズ」）、キム・ボム（「その冬、風が吹く」「花より男子～Boys Over Flowers」）、パク・コニョン（「アイドゥ・

アイドゥ～素敵な靴は恋のはじまり」）、チョン・ボソク（「ジャイアント」「武神」）、チョン・グァンリョル（「ホジ

ュン」「朱蒙」「製パン王キム・タック」）、イ・グァンス（「トンイ」「優しい男」） 

写真クレジット：©MBC 2013 All Rights Reserved. 

 

「チャングムの誓い」「ファンジニ」「トンイ」から続く、女の歴史エンター  

テインメント大作！16世紀後半、女性として初めて沙器匠の座に上り 

つめた朝鮮一の陶工、ユ・ジョンの波瀾万丈な半生を描く。 

16世紀後半、朝鮮第14代王・宣祖の時代。沙器匠のイ・ガンチョンと 

ユ・ウルダムは王命を受け、陶磁器製造所・分院の最高官職・郎庁の

座をめぐって勝負をする。宣祖は2人が作った茶器を気に入るが、仁嬪

キム氏とガンチョンの計略に陥ったウルダムは、無実の罪で分院から 

追放される。同じ頃、沙器匠の助役ヨノクは分院の窯の中で女児を出産。師匠のウルダムに娘を託し、この世を

去ってしまう。ウルダムにジョンと名付けられた赤ん坊は、やがて陶芸よりも狩りや弓に夢中のおてんばな少女

に成長する。ある日、ジョンは山の中で光海君と運命的な出会いを果たし、今まで感じたことのない胸の高鳴りを

覚えるのだった。そんな中、ウルダムは分院に戻る機会を得るが、ガンチョンが送り込んだ刺客に暗殺されてし

まう。突然父を亡くして傷ついたジョンは、ウルダムを侮辱するガンチョンの言葉を偶然耳にし、沙器匠となって 

父の無念を晴らそうと決意する。それから5年後―。朝鮮一の沙器匠となるため、男装してテピョンと名を変えた

ジョンは、ひょんなことから光海君と再びめぐり合うが・・・。 

 

「温かい一言」 
韓国/2013 年/全 20 話/75 分 or90 分/字幕/HD 作品/CS ベーシック初放送 

放送日時： 9/2（水）スタート 毎週（月）～（金）20：00～ほか 

出演：ハン・ヘジン（ウンジン「シンドローム」「朱蒙」）、イ・サンウ（ソンス「馬医」「結婚の女神」）、キム・ジス（ミギ

ョン「ラブアゲイン症候群」）、チ・ジニ（ジェハク「トンイ」「大風水」「結婚できない男」）、パク・ソジュン（「金

よ出てこい☆コンコン」） 

写真クレジット：© SBS 

 

ハン・ヘジン、チ・ジニ共演！夫婦とは何か、離婚の危機を通して互い

の痛みに気づいていく、2組の夫婦のヒーリング・ラブストーリー。 

平凡な主婦のウンジンは、大学時代に出会い大恋愛の末結婚した夫 

ソンスと娘のユンジョンに囲まれ、傍目からは何の 問題も無い人生を

歩んでいる。だが、5年前のソンスの浮気発覚以来、温かな言葉も忘れ、

夫婦関係は冷め切った状態。仕事で出会ったジェハクを愛してしまった

ウンジンだが、何者かの脅迫に悩まされ、その関係も終わらせたばかり

だった。そんな中、ソンスの父が亡くなり、家族で葬儀に向かう中当て  

逃げ事故に遭う。それがジェハクとの関係を知る者による仕業と察し、家族まで傷つけてしまうのではと恐れる 

ウンジン。やがて、ソンスも妻の裏切りを知ってしまう・・・。一方、ジェハクの妻ミギョンも夫とウンジンとの関係を

知り、夫の愛を確認しようと静かな反乱を起こしていた。料理教室の仲間であるウンジンに対しても冷たい態度を

取り続けるミギョン。そして、結婚して20年間家事と子育てだけだったミギョンは、嘘をつき続けるジェハクについ

に爆発してしまう。ウンジンとソンス、ジェハクとミギョン、相手の裏切りにより離婚の危機に陥る2組の夫婦。   

どうにか歩み寄ろうと努力を始めた矢先、ミギョンの異母弟ミンスとウンジンの妹ウニョンの結婚話が浮上し、  

再び苦悩が始まる。彼らが辿り着く人生の選択は？夫婦は再生できるのか？ 
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「となりの美男＜イケメン＞」 
韓国/2013 年/全 16 話/60 分 or75 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 9/5（土）スタート 毎週（土）13：30～ 連続放送 

出演：パク・シネ（コ・ドンミ「美男＜イケメン＞ですね」「オレのことスキでしょ？」）、ユン・シユン（エンリケ「製パ

ン王キム・タック」）、キム・ジフン（「結婚の女神」）、コ・ギョンピョ（「愛を信じます」）、水田航生（「カノジョは嘘を

愛しすぎてる」） 

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

 

ラ ブ コ メ デ ィの 大 本命 ！ご 近 所 さん はイ ケ メン だら け ？     

パク・シネ×ユン・シユンが贈る、キュンとして、切なくて、とって

もいとしくなる物語。 

オーシャンビレッジ402号室の住人コ・ドンミは、周囲に自身の

存在を見せずに、それなりに平和な生活を送っていた。彼女は

昨秋に偶然見かけた向かいの住人テジュンに一目惚れ。   

毎日覗き見ることが日課になり、自分1人だけのロマンスを楽し

んでいた。しかし、テジュンを覗き見ているところを、テジュンの

同居人エンリケに気付かれてしまい・・・ 

 

 

「キム・ジョンウンのチョコレート傑作選」 
韓国/2010～2011 年/90 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時： 9/4（金）スタート 毎週（金）21：30～ほか 

司会：キム・ジョンウン（「パリの恋人」「恋人」「カムバックマドンナ～私は伝説だ」） 

写真クレジット：©SBS 

 

「パリの恋人」などで知られる女優キム・ジョンウンを司会に、 

毎回数組の人気アーティストを迎え、スペシャルトークと    

パフォーマンスをお届けする音楽番組。過去に放送された   

エピソードの中から、東方神起、2PM、BIGBANGなど、ビッグ 

アーティストが出演した選りすぐりの4エピソードをお届け！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送日時 エピソード アーティスト 

9/4（金） #121（2010 年 11 月 14 日韓国放送分） 2PM、イ・スンギ、イ・ソンヒ 

9/11（金） #130（2011 年 1 月 16 日韓国放送分） GD&T.O.P（BIGBANG）、Secret、イ・ヨンヒョン、イ・ジヨン 

9/18（金） #132（2011 年 1 月 30 日韓国放送分） 東方神起、パク・ジョンミン、Sweet Sorrow 

9/25（金） #137（2011 年 3 月 20 日韓国放送分） CNBLUE、イ・スンファン、ペク・ジヨン、Leessang 
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「最後の晩餐」 
中国・韓国/2013 年/103 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 9/4（金）23：00～ 

出演： エディ・ポン（リー・シン：「風中の縁」）、バイ・バイホー（チャオチャオ：『失恋 33 天 Love is not blind』）  

写真クレジット：不要  

 

夢のために別れたカップルの５年後の再会を描くラブストーリー。 

恋人同士のチャオチャオとリー・シン。食器デザイナーを目指す 

彼女とシェフを目指す自分の幸せな時間がこのまま続くと信じた 

リー・シンはある日、一大決心でプロポーズ。しかしチャオチャオの

答えは「お互いの夢を叶えて、５年後お互いに独身だったら結婚 

する」という前代未聞の“別離契約”だった。 

 

５年後、チャオチャオは上海で食器デザイナーとして独立し、北京で個展を開くまでに。一方のリー・シンは、３つ

星レストランのイケメンシェフとして活躍するようになっていた。そしてついに、リー・シンから１本の電話が・・・。 

期待に胸を膨らませ、久々の再会に出向くチャオチャオだったが、彼の横にはゴージャスに微笑む美しい婚約者

がいた・・・。だがそんなことで諦めるチャオチャオではない。自らが提案した“別れの契約”をよそに、リー・シン 

奪還へ向け奮闘する日々が始まる。たった５年の別れのはずが、されどの５年。この５年間には決していえない

秘密があった・・・ 

 

「ネバーランド」 
イギリス・アメリカ/2004 年/97 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 9/11（金）23：00～他 

出演：ジョニー・デップ、ケイト・ウィンスレット、フレディ・ハイモア、ダスティン・ホフマン 

写真クレジット：©2004 MIRAMAX FILM CORP.ALL RIGHTS RESERVED. 

 

ジョニー・デップ主演！永遠の名作、「ピーターパン」誕生にまつわる真実

の物語を描いた感動作。1903年のロンドン、子どものように純粋な心を  

持ち続ける作家のジェームズ・バリは、ある日公園で美しい未亡人、シル

ヴィアと4人の息子たちに出会う。三男のピーターは、父親の死をきっかけ

に夢や希望を持つことをやめてしまっており、ジェームズはその姿に自分

が幼い頃に作り上げた想像の世界、ネバーランドを思い起こし、ピーターに

純粋な心を取り戻してもらうために、献身的な愛を注いでゆくが・・・。 

 

「バービー」 
韓国/2011 年/99 分/字幕/HD 作品/日本初放送 

放送日時： 9/18（金）23：00～ 

出演：キム・セロン（『冬の小鳥』）、キム・アロン、イ・チョニ（『千番目の男』） 

写真クレジット：不要  

 

不幸な姉妹のもとに届いたのは夢の国への招待状なのか、それとも

…。韓国を代表する天才子役キム・セロンと、その実妹キム・アロン

主演で贈る衝撃のドラマ！まだあどけなさの残る少女イ・スニョン―

彼女は、バービー人形になるのが夢の小さな妹スンジャと、知的障

害を抱える父マンウの世話をしながら民宿を切り盛りし、手製の携

帯ストラップを売って家計を支えていた。ある日、彼女たちのもとへ 

叔父のマンテクが連れてきたのは、スニョンを養女にしたいというアメリカ人のスティーブとその娘バービー。マン

テクにはこの養子縁組をまとめ、金をせしめようという魂胆があった。かねてからアメリカに憧れていたスンジャ

は、自分が養子になりたいと言い出すが、体が弱いからとマンテクに断られてしまう。やがて、スニョンとバービー

は次第に心を通わせてゆくのだが・・・。 
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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！ 

 

 

 

 

 

 

「19」 
韓国/2009 年/103 分/字幕/HD 作品 

放送日時：9/25（金）23：00～他 

出演： T.O.P（BIGBANG）、V.I（BIGBANG）、ホ・イジェ 

写真クレジット：©三和ネットワークス / © ＳＡＭＨＷＡ ＮＥＴＷＯＲＫＳ 

 

BIGBANGのT.O.P、V.I主演！ 

大人でも子供でもない“19歳”の3人が繰り広げる逃走劇。 

1人の女性が溺死体で発見される―被害者の名はヨンエ。女優志望で、

ネットカフェで働く19歳。警察は殺人事件として捜査するのだが、捜査線

上に浮上したのが3人の容疑者。ヨンエと同じネットカフェで働き、死亡

する直前まで一緒にいたジョンフン（T.O.P）。彼女の働くネットカフェに 

毎日のように通い、盗撮していたミンソ（V.I）。彼女と毎日のように電話

で話していたウンヨン。奇しくも同い年だった3人は、警察の取り調べ中

に脱走。無実を主張する彼らは、互いに初対面にもかかわらず、一緒

に逃亡することを決意する。果たしてヨンエを殺害した犯人は・・・？   

3人の若者による、少し不思議な逃走劇が始まる― 

 

「三食ごはん」＃1 先行放送 
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： 9/26（土）10：30～/21：30～ 

出演：イ・ソジン（「イ・サン」「花よりおいじさん」「本当に良い時代」）、テギョン（2PM）（「本当に良い時代」 

「テギョン＆ホンギの私たち結婚しました」） 

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

 

イ・ソジン＆テギョン（2PM）の悠々自適な田舎ライフプログラム！   

「花よりおじいさん」や「花よりお姉さん」、「花より青春」などバックパック

旅行番組「花より」シリーズを手掛けたナ・ヨンソクPDの最新バラエティ 

番組をお届けする。慌ただしい日常から抜け出し身体と心の充電をすべ

く、江原道にある田舎へとやってきた都会の独身男性2人組の自給自足

有機農ライフ。ここでの暮らしの掟はただ1つ。毎食決められたメニューを

畑で育てた食材と家にある調味料・調理器具を使って作り、1日3食しっか

り食べること！10月のレギュラー放送に先駆け、第1話を先行放送！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

