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2015年 8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 10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で
ついに101本のエピソードが完結する！ 
 
 

「星から来たあなた」 
 
「太陽を抱く月」のキム・スヒョン×『猟奇的な彼女』の 

チョン・ジヒョン！韓国の頂点に君臨する“No.1カップ
ル”が豪華共演！もしも宇宙人が恋に落ちた
ら・・・！？ とびきり愛しくて切ないファンタジック・  
ラブコメディ！ 
 
 

「三食ごはん」 
 
「花よりおじいさん」のスタッフが贈る、イ・ソジン×  
テギョン（2PM）の新バラエティ番組！都会の独身  
男性2人組の悠々自適な田舎ライフプログラム！ 

 

「ロベルトの操縦」 
 
人気の舞台やライブをお届けする新設枠「エンタメ☆ 
テージ」に、人気劇団「ヨーロッパ企画」の舞台が 場！
第1弾は、“移動”をテーマにした コメディ！ 
 
 
 
 

ⓒ HB ENTERTAINMENT 

©CJ E&M Corporation, all rights reserved 

©2012 EUROPE KIKAKU 

©女性チャンネル♪LaLa TV 
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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： 毎週（水）23：00～ 再：（土）（日）23：00～   

出演：中村倫也（#6）、渡部豪太（#8）、酒井若菜（#9） 

脚本：新井友香（#6）、ふじきみつ彦（#8）、佐藤二朗（#9） 

監督：本橋圭太（#6）、城田優（#8）、石井聡一（#9） 

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でついに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 

6 10/7 

中村倫也 

佐津川愛美 

関めぐみ 

中野裕太 

新井友香 本橋圭太 

・もともと彼に結婚願望がない。 

・にもかかわらず、「私となら考えを変えてくれるかも」などと期待している。 

・彼がテレビを見ている間、絶えず話しかけている。 

7 10/14 バラエティ＆アニメ 

 

8 10/21 
渡部豪太 

黒川智花 
ふじきみつ彦 城田優 

・ネットの噂話を、いちいち彼に報告する。 

・彼の男友達が、ことごとく独身だ。 

・彼の母親は完璧だ。 

9 10/28 
酒井若菜 

佐藤二朗 
佐藤二朗 石井聡一 

・「だから言ったじゃない！」と彼を小バカにしたことがある。 

・合コンに行った彼を、言葉や暴力で責め続けた。 

・彼の友達にまだひとりも紹介されていない。 
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「星から来たあなた」 
韓国/2013～2014年/全 21話/75分/字幕/HD作品/CSベーシック初放送 

放送日時： #1先行放送 10/25 (日) 18：45～ 

 レギュラー放送 10/26（月）スタート 毎週（月）（火）21：30～ほか 

出演：キム・スヒョン（ト・ミンジュン：「太陽を抱く月」「ドリームハイ」『10 人の泥棒たち』『シークレット・ミッショ

ン』）、チョン・ジヒョン（チョン・ソンイ：『猟奇的な彼女』『10 人の泥棒たち』）、パク・ヘジン（イ・フィギョン：

「いとしのソヨン」「ドクター異邦人」）、ユ・インナ（ユ・セミ：「イニョン王妃の男」）、アン・ジェヒョン（チョン・ユ

ンジェ：「君たちは包囲された」）、シン・ソンロク（イ・ジェギョン：「王の顔」）、キム・チャンワン（チャン・ヨン

モク：「秘密の扉」）、ナ・ヨンヒ（「棚ぼたのあなた」）、ホン・ジンギョン（「マジックアイ」）、チョ・セホ（ルーム

メイト）、ナム・チャンヒ（「匂いを見る少女」） 

写真クレジット：ⓒ HB ENTERTAINMENT 

 

「太陽を抱く月」のキム・スヒョン×『猟奇的な彼女』のチョン・ジヒョン！

韓国の頂点に君臨する“No.1 カップル”が豪華共演！もしも宇宙人が 

恋に落ちたら…!?とびきり愛しくて切ないファンタジック・ラブコメディ！  

1609 年、朝鮮の地に舞い降りた宇宙人のト・ミンジュン。自分の正体と

超能力を隠し、ソウルで 404 年もの長い歳月を生きてきたが、地球での

暮らしも残すところ 3 カ月。大学で講師として教鞭をとりながら、静かに

故郷の星に帰る準備を進めていた。ところが、マンションの隣室にアジ

アを代表する女優チョン・ソンイが引っ越してきたせいで、ミンジュンの 

生活は一変！ワガママなソンイに振り回されて困惑するが、家族写真を偶然目にしたミンジュンは幼い日のソン

イが 404 年前に出会った少女イファと瓜二つであることに驚く。そんなある日、ソンイが思わぬスキャンダルに 

巻き込まれ、トップスターの座から一気に転落。何者かに命まで狙われるはめになってしまう。地球人のトラブル

には干渉しないと心に決めていたミンジュンだが、ソンイを放ってはおけず、やがて彼女に惹かれている自分に

気づく。しかし、地球を離れる日が刻一刻と迫ってきて…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三食ごはん」 
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： 10/3（土）スタート 毎週（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！  
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田舎ライフを送るのは「花よりおじいさん」でおじいさんたちのお世話役を担ったイ・ソジンと、“野獣アイドル”2PM

のテギョン。ドラマ「本当に良い時代」で兄弟役として共演した経験がある2人だが、この番組ではドラマとは違っ

た新しいリアルな2人の姿が見られること間違いなし！1話目では到着したばかりの2人がさっそく夕ご飯の支度

をスタート！自給自足生活1食目のメニューは「大根ご飯＆ノビル味噌チゲ」に決められ、まずはご飯を炊く準備

を始めるのだが…。果たして独身男性2人の料理の腕前はいかに！？田舎のゆったりとした時間とともに送る 

自給自足のリアルライフスタイルをぜひお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三食ごはん」の イ・ソジン、テギョン 出演作を合わせて放送！ 

 

「チェオクの剣」 
韓国/2003年/全 14話/75分 or90分/字幕 

放送日時：10/8（木）スタート 毎週（月）～（金）８：３0～ほか 

出演：ハ・ジウォン（チャン・チェオク：「ファンジニ」「奇皇后」）、イ・ソジン（ファンボ・ユン：「三食ごはん」「イ・サ

ン」）、キム・ミンジュン（チャン・ソンベク：「ロマンスタウン」） 

写真クレジット：© MBC&iMBC All right reserved. 

 
ハ・ジウォン、イ・ソジン、キム・ミンジュンほか豪華出演！ 

本格的なワイヤーアクションを駆使した韓国アクション時代劇！正義の  

ために愛を斬る― 武術に優れたひとりの女刑事チェオク。許されぬ愛を

胸に抱き、嵐のように吹き荒れる運命に立ち向かう！ 

舞台は1692年の朝鮮王朝時代、都の漢城。捕盗庁(ポドチョン：当時の  

警察)は管轄別に左捕盗庁と右捕盗庁に分かれていた。左捕盗庁で茶母と

して働きながら、その聡明さと優れた武術を生かし、犯罪捜査の第一線で

活躍する1人の女性チェオク。上司であるファンボ・ユン従事官とは、兄妹 

同然に育った仲だった。幼い頃、チェオクの父チャン・イルスンは謀反の罪にとわれ、兄と逃げたがその後離れ

ばなれに。身分を官婢に落とされたチェオクは、ユンの家で仕えることになったのだった。身分の差ゆえ、ユンへ

の想いを胸の奥に秘めるチェオク。そんなある日、世の中を変えようと改革を目指す自由奔放な男ソンベクに  

出会い、チェオクの運命はまたも嵐のごとく吹き荒れる…。 

 

「２ＰＭ Ｓｈｏｗ」 
韓国/2011年/全 12話/75or90分/字幕/HD作品/ CSベーシック初放送 

放送日時： 10/2（金）スタート 毎週（金）21：30～ほか 

出演：2PM（テギョン、ニックン、ジュノ、チャンソン、Jun. K、ウヨン） 

写真クレジット： 確認中 

 

アジアNo.1野獣アイドル、2PMがMCを務めるバラエティ番組が登場！

毎回異なるテーマに基づき、2PMのメンバー6人が様々なゲームに挑

戦！アジア各国で圧倒的人気を得ている2PMの、時にワイルドで時に

愛嬌たっぷりの魅力が詰まったプログラム！ 
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「ホテリアー」 
韓国/2001年/全 20話/75分/字幕/HD作品 

放送日時：10/１（木）スタート 毎週（月）―（金）20：00～ 

出演：ペ・ヨンジュン（シン・ドンヒョク：「冬のソナタ」「太王四神記」）、ソン・ユンア（ソ・ジニョン：「ママ」）、 

 ソン・ヘギョ（キム・ユンヒ「その冬、風が吹く」「フルハウス」）、キム・スンウ（ハン・テジュ：「ミス・リプリー」） 

写真クレジット：©MBC. All rights reserved. 

 

ペ・ヨンジュン、ソン・ヘギョ共演！超一流ホテルの再建と買収劇を背景に、 

4人の男女の切なさが交錯するラブストーリー。経営難に陥っている超一流

ホテル、ソウルホテル。その顧客担当支配人であるソ・ジニョンは、買収を 

目論む者からホテルを救うため、以前ソウルホテルで働いていた元恋人の

ハン・テジュンをラスベガスまで呼び戻しに行く。しかし元恋人はすっかり  

落ちぶれ、自分にも冷たく当たった。ショックを受けイラついていた彼女と  

偶然出くわした韓国系アメリカ人のシン・ドンヒョクは、自分の母国から来た 

女性ジニョンに関心を持つようになる。彼女に惹かれたドンヒョクはソウルホテルに滞在することになるが、実は

ドンヒョクこそ、実業家キム会長からソウルホテル買収の仕事の依頼を受けた企業ハンターだった。ジニョンの心

は元恋人テジュンと、自分に正面から向かってくるドンヒョクの間で揺れに揺れる。ドンヒョクが自分の働くホテル

を買収するために来たとも知らず…。本作のロケ地となったホテルは、7月末にペ・ヨンジュンが挙式を行った場

所としても話題に！ 

 

10月の シネマ elle は 
韓流ドラマ・映画界をリードする最も熱い男(スター)たちを特集！ 

 

「顔と心と恋の関係」 
韓国/2009年/107分/字幕/HD作品 

放送日時：10/２（金）23：00～ほか 

出演：カン・ジファン（「がんばれ、クムスン！」）、イ・ジア（「三度結婚する女）」）  

脚本：大石 静（「セカンドバージン」） 

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

 

カン・ジファン×イ・ジア共演！「見間違い」から生まれた「本物の愛」― 

新進気鋭の建築家テプンは、仕事も順調、ルックスも良しと、まさに順風

満帆な人生を送っていた。しかしある日、自慢の愛車で運転中に事故を

おこしてしまい、医師から“一時的な視覚異常”が起こるかもしれないと 

告げられる。その直後、彼は事務所の前で酔いつぶれていたソジュンを

見て、夢に描いていた女神だと一目惚れしてしまう。しかし彼女は、お世

辞にも美女とはいえない冴えないルックス。テプンは視覚異常で、ソジュ

ンを絶世の美女と勘違いしてしまっていたのだ。そうとは知らないソジュン

は、彼の熱烈なアプローチに押し切られ、一夜を共にしてしまう。しかし、

幸せは決して長く続かない。数日後、視覚異常が治ったテプンは、待ち合

わせ場所でソジュンを目の前にしても、彼女に気付くことはなかった・・・ 

 

「百万長者の初恋」 
韓国/2006年/109分/字幕/HD作品 

放送日時： 10/9（金）23：00～ 

出演： ヒョンビン（「私の名前はキム・サムスン」）、イ・ヨニ（「パラダイス牧場」「ミスコリア」） 

写真クレジット：©2006 LOTTE SHOPPING & LOTTE ENTERTAINMENT CO. LTD.& BORAM FILMS ALL RIGHTS RESERVED 
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ヒョンビン、イ・ヨニ共演の切ないラブストーリー 

１８歳の誕生日を迎えると同時に、亡き祖父の遺した莫大な遺産を相続

することが決まっていた財閥３世のジェギョン。わがままで傲慢な性格

ゆえ、数々の問題を起こしてきた彼に、突然“ある条件“が書かれた  

遺言状が手渡される―それは、都会から離れた田舎にある高校の卒業

証書がなければ、遺産を相続できないというものだった。仕方なく、あら

ゆる手を使って何とか強制退学を企むジェギョン。だが、心優しい村の

人々との交流を通じ、心の扉を閉ざして生きてきた彼のなかで何かが

変化し始めていた。それは同時に、クラスの委員長であるウナンとの 

切ない初恋の始まりでもあった・・・。 

 

「トライアングル」 
韓国/2009年/92分/字幕/HD作品 

放送日時：10/16（金）23：00～ 

出演： アン・ジェウク、カン・ヘジョン、イ・スギョン 

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

 

アン・ジェウク主演！詐欺師と未亡人が織りなす、嘘で固めた三角関係

（トライアングル）― 大企業社長の未亡人、ジヨンは、ふとしたことから

美術関係の会社社長サンウ、古い友人を名乗るソンヘとスキー場で 

出会う。しかし、サンウは彼女の持つ美術品を狙う詐欺師で、ソンヘも

彼女の友人というのは全くのウソ。サンウとソンヘはジヨンから20億  

ウォンの価値のある「ガラテアの涙」という像を盗む計画を立てるが、 

実はソンヘには更に隠された正体があった…。それぞれが自分の正体

を偽り、嘘で固めた関係を続けていく3人― しかし、紳士的な（男を演じ

る）サンウに、ジヨンが少しずつ惹かれ始めてしまう。そしていつしか3人

は、美術品詐欺や恋心が絡み合う、複雑なトライアングル（三角関係）

に巻き込まれていく… 

 

「宿命」 
韓国/2008年/125分/字幕/HD作品 

放送日時：10/23（金）23：00～他 

出演： ソン・スンホン（「夏の香り」『情愛中毒』）、クォン・サンウ（「野王」「天国の階段）、チソン（友情出演、「ボス

を守れ」「キルミーヒールミー」） 

写真クレジット：Ⓒ 2008 nTorino ALL Rights Reserved． 

 

背を向けた瞬間、最高の友は、最強の敵となった… 韓国2大トッ

プスターの豪華競演。ソン・スンホン×クォン・サンウそれぞれが 

従来のイメージを覆す、新たな魅力を開花させたアクション映画。 

すさんだ暮らしに疲れ果てたウミンは、裏社会から足を洗いたいと

思っていた。それを知った兄貴分のガンソプはカジノ襲撃を計画。

チョルジュン、ドワンとともに、それぞれが夢見る新たな生活のた

め、組織の金を強奪するのだ。最強のチーム・プレーを誇る4人の

計画は成功したかに見えたが、約束の場所にドワンが現れない。

組織のボスであるドゥマンの右腕ヨンファンらにすでに捕らえられ

ていたのだ。3人の居場所も突き止められ、計画は失敗に終わる。

ガンソプはアキレス腱を切られ、ウミンは警察にまで知られたこの

事件の責任を負って刑務所に入ることになった。ところが、チョル 

ュンだけはドゥマンから労いの言葉をかけられる。実はチョルジュ

ンが裏切っていたのだった…。 
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「１０人の泥棒たち」 
韓国/2012年/138分/字幕・吹き替え/HD作品 

放送日時： 字幕版 10/30（金）23：00～他 

出演/声の出演：キム・ユンソク（マカオ・パク：『チェイサー』『哀しき獣』） 吹替：山寺宏一）、  キム・ヘス（ペプ

シ：『風林高』『顔のない女』 吹替：朴璐美）、イ・ジョンジェ（ポパイ：『イルマーレ』『タイフーン』 吹替：平

田広明）、チョン・ジヒョン（イェニコール：『猟奇的な彼女』「星から来たあなた」 吹替：  平野綾）、サイモ

ン・ヤム（チェン：『エグザイル／絆』 吹替：石塚運昇）、キム・スヒョン（ザンパノ：「星から来たあなた」「太

陽を抱く月」 吹替：野島健児）、キム・ヘスク（ガム：「冬のソナタ」、吹替：小山茉美） 

写真クレジット：©COPYRIGHT 2012 SHOWBOX/MEDIAPLEX AND CAPTER FILE ALL RIGHTS RESERVED. 

 

チョン・ジヒョン、キム・スヒョン他、豪華共演！アジア全域を駆けぬけ、

世界を熱狂の渦に巻き込んだ、最高傑作エンターテインメント！  

集められたのは10人の“怪盗たち”。幻のダイヤモンド〝太陽の涙〟を

めぐり、争奪戦が始まった！ 

韓国を拠点に活動する窃盗団。美術館所蔵の秘宝強奪を華麗に成功

させた彼らはボスであるポパイのかつてのパートナーだったマカオ・  

パクから巨大カジノでの新しい計画を聞かされる。集結した6人はそれ

ぞれ人生最高の仕事を夢見て香港に向かう。指定された場所で彼らを

待ち受けていたのは中国人窃盗団の4人組。集められた“10人の泥棒

たち”に巻き起こる、どんでん返し連続の予期せぬドラマが、壮大なスケ

ールで繰り広げられていく。 

 

「美男＜イケメン＞ラーメン店」 
韓国/2011年/全 16話/60分/字幕/HD作品 

放送日時： 10/3（土）スタート 毎週（土）13：30～ 

出演： チョン・イル（チャ・チス：「夜警日誌」「太陽を抱く月」）、イ・チョンア(ヤン・ウンビ)、 

 イ・ギウ（チェ・ガンヒョク）、パク・ミヌ、チョ・ユンウ 

写真クレジット：© CJ E&M CORPORATION 

 

「お嬢様をお願い！」「太陽を抱く月」「夜警日誌」と、立て続けにヒット作に  

出演するトップ俳優のチョン・イル主演作！さえない女子の前に現れた、ツン

デレイケメン御曹司との恋を描く、胸キュンが詰まった大人気ラブコメディ！ 

恋に不器用なウンビ。しかし、超イケメンのチスと出会い、運命を感じたウンビ

はクールに告白。しかし、チスの正体は… そんな中、不思議なイケメンのガン

ヒョクが現れ、なぜかウンビを自分の嫁だと言いだし…！？ひょんなことからラ

ーメン店を始めることになったウンビとイケメンたちが繰り広げる胸キュンてん

こ盛りラブコメディ！ 
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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！ 

 

 

 

 

 

 

「エンタメ☆ステージ」 
毎週土曜 23：30～、人気の舞台やライブをお届けする新設枠が登場！ 

10月は人気劇団「ヨーロッパ企画」の舞台を日本初放送！ 

 

「ロベルトの操縦」 
日本/2011年/105分/HD作品/日本初放送 

放送日時： 10/3 （土）23：30～25：15 

出演：石田剛太、酒井善史、諏訪雅、角田貴志、土佐和成、中川晴樹、永野宗典、西村直子、本多力、 

 山脇唯、山本真由美、中山祐一朗（阿佐ヶ谷スパイダース） 

作・演出：上田誠 音楽：木暮晋也  

写真クレジット：©2012 EUROPE KIKAKU  

 

人気の舞台やライブをお届けする新設枠「エンタメ☆ステージ」に、人気 

劇団「ヨーロッパ企画」の舞台が登場！第1弾は、“移動”をテーマにした 

コメディ！砂漠の駐屯地にて、出動を待つ兵士たち。鳴らないラッパ、上達

するキャッチボール。ふとしたナースの一言から、「ロベルト」は走り出す。 

2キロ先にあるという、自販機のコーラを求めて。現れない自販機、増えて

いく人数。速度の中、雑になる判断。終わらないチキンレースの果てに、 

一同がみた風景は。ヨーロッパ企画が30回目にお届けする、移動コメディ。 

移動しよう、とりあえず。 

 

「遊星ブンボーグの接近～エピソード 0～」 
日本/2015年/30分/HD作品 

放送日時： 10/3 （土）25：15～ 

出演： 石田剛太、酒井善史、角田貴志、諏訪雅、土佐和成、中川晴樹、永野宗典、西村直子、本多力、 

 西垣匡基、橋本尚和／岡嶋秀昭、中西ちさと、吉川莉早、川岡大次郎 

作・演出： 上田誠 音楽：HARCO 

写真クレジット：確認中 

 

ヨーロッパ企画の舞台最新作“文房具コメディ”「遊星ブンボーグの接近」。

この舞台が生まれるまでのエピソードを虚実ない交ぜにテレビドラマ化。

いかにして“文房具の世界”を舞台化することになったのか？が今明かさ

れる―。京都オールロケの新感覚の「SF文房具ドラマ」をお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：寺嶋博礼）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/

