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2015 年 9 月 18 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 11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。今月は、原作者  
ジェーン・スーが脚本を担当、佐々木希が主演した 
エピソードが登場！ 
 
 

「サメ～愛の黙示録～」 
 

すれ違う初恋―。最後に辿り着くのは、愛か救済か。
キム・ナムギル主演、韓国ドラマ史上最も心に刺さる、
愛と復讐のサスペンス・ラブストーリー！ 
 

 

「月とスイートスポット」 
 
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」。今月登場するのは、人気劇団「ヨーロッパ
企画」の舞台第2弾！時空を旅する、漂流コメディ！ 
 
 

 
“秋のセンチメンタル映画特集！” 

「天国への郵便配達人」 
 
ジェジュン（JYJ）×ハン・ヒョジュ共演のファンタジ
ー！ある日であった青年は、天国への手紙（メッセー
ジ）を運ぶ不思議な配達人だった― 

 

 

Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ 2013 KBS. All rights reserved 

撮影：清水俊洋 ©2013 EUROPE KIKAKU 

©女性チャンネル♪LaLa TV 

©三和ネットワークス / © ＳＡＭＨＷＡ ＮＥＴＷＯＲＫ
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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：佐々木希(#10)、芦名星(#11)、佐藤仁美(#12)、臼田あさ美(#13) 

脚本：ジェーン・スー(#10)、狗飼恭子(#11)、たかひろや(#12)、佐藤二朗(#13) 

監督：村本大志(#10)、鶴岡慧子(#11)、たかひろや(#12)、佐藤二朗(#13) 

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。病めるときも健やかなるときも、未婚の   
プロ！ 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 

10 11/4 
佐々木希 

宮崎美子 

ジェーン・

スー 
村本大志 

・よんどころない事情もなく、実家に住み続けている。 

・今の生活レベルを落とせない、という話をしたことがある。 

・将来に一縷の不安も抱かせない完璧な男と、結婚しようと思っている。 

11 11/11 

芦名星 

中村優子 

本田博太郎 

狗飼恭子 鶴岡慧子 

・「俺についてこい」というマッチョな男と付き合った試しも、 

惹かれた試しもない。 

・そういう男に、引かれることはよくある。 

・彼氏が年下すぎる。 

12 11/18 

佐藤仁美 

佐藤祐基 

芹那 

川村陽介 

たかひろや たかひろや 

・雑誌に書いてある「彼をその気にさせるアプローチ」を鵜呑みにした。 

・彼の友人に初めて会ったとき、自分の失敗談やバカ話ばかりした。 

・そもそも、彼氏がいない。もう 3 年以上。 

13 11/25 

臼田あさ美 

鈴木勝大 

内田春菊 

野間口徹 

佐藤二朗 佐藤二朗 

・「大切な彼女」以外の存在として、男女の関係を持っている。 

・過剰な子供好きアピールや、過剰な子供嫌い宣言をしている。 

・彼が自分のどこを好きなのか、よくわからない。 
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「サメ～愛の黙示録～」 
韓国/2013 年/全 20 話/90 分/字幕/HD 作品 

放送日時： 11/2（月）スタート 毎週（月）-（金）20：00～ほか 

出演：キム・ナムギル（ヨシムラ・ジュン／ハン・イス：「善徳（ソンドク）女王」「赤と黒」）、ソン・イェジン（チョ・ヘウ：

『私の頭の中の消しゴム』「個人の趣向」）、ハ・ソクジン（オ・ジュニョン：「明日が来れば」）、イ・ハニ（チャ

ン・ヨンヒ：「パスタ〜恋が出来るまで〜」）、ナム・ボラ（ハン・イヒョン：「太陽を抱く月」）、イ・スヒョク（キム・

スヒョン：「根の深い木 -世宗大王の誓い-」） 

写真クレジット：Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ 2013 KBS. All rights reserved 

 

すれ違う初恋―。最後に辿り着くのは、愛か救済か。キム・ナムギル主演、

韓国ドラマ史上最も心に刺さる、愛と復讐のサスペンス・ラブストーリー。 

両親の不仲に傷ついていた高校生のチョ・ヘウは、チョ家の運転手の息子

ハン・イスと知り合い、心を通わせる。そんな中、ヘウの父ウィソンがひき逃

げ事故を起こし、イスの父ヨンマンがその身代わりとなって自首することに。

だが、その彼が何者かに殺される。その真相を探るイスも事故に遭い、 

死亡したと見なされ…。12 年後、ヘウと高校時代から彼女を支えたジュニョ

ンとの結婚式の日。彼女は式場に現れた見知らぬ男が気にかかる。それ

は、日本人ヨシムラ・ジュンと名前を変えたイスだった。彼は父の無念を  

晴らすために、ある計画を押し進めていた…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「エンタメ☆ステージ」 
人気の舞台やライブをお届けする新設枠 

10-12 月は人気劇団「ヨーロッパ企画」の舞台を３ヶ月連続テレビ初放送！ 

 

「月とスイートスポット」 
日本/2012 年/105 分/HD 作品/テレビ初放送 

放送日時： 11/7 （土）23：30～25：15 ほか 

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/ 

 望月綾乃（ロロ）、加藤啓（拙者ムニエル/モッカモッカ） 

作・演出：上田誠 音楽：moools  

写真クレジット：撮影：清水俊洋 ©2013 EUROPE KIKAKU 

 

独占！テレビ初放送！  人気劇団「ヨーロッパ企画」の舞台    

作品、第2弾！ ヨーロッパ企画が時空を旅する、漂流コメディ。 

「10年前、スピードスターのみんなで、高架下でシンナー売ってた

とき、あったろう。あのころはまだ、みんないてよ。いっつもあの 

場所に、みんなで集まってよ…」月夜、瀕死のチンピラたちが  

土壇場でたどり着いた、スイートスポット。「こらぁ！ なに過去に

よりかかってんだ！」過去と現在が交錯し、未来が介入し、そして

すべては忘却剤の彼方へと― 
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11 月の シネマ elle は・・・ 
“秋の夜長”は映画を楽しもう！ 

「秋のセンチメンタル映画特集！」 

 

「天国への郵便配達人」 
韓国/2009 年/108 分/字幕/HD 作品 

放送日時：11/6（金）23：00～ほか 

出演： ジェジュン（「ボスを守れ」「トライアングル」「スパイ」）、ハン・ヒョジュ（「華麗なる遺産」「トンイ」） 

脚本：北川悦吏子（「ロングバケーション」「オレンジデイズ」「素直になれなくて」） 

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

 

ジェジュン（JYJ）×ハン・ヒョジュ共演のファンタジー！ 

ある日であった青年は、天国への手紙（メッセージ）を運ぶ不思議

な配達人だった― どこまでも広がる野原にポツンと佇む一基の 

ポスト。そのポストには、大切な人を失った多くの人から、天国の

愛する者に向けた手紙が投函される。ハナもまた、そんな手紙を

出しに来た1人。そこで出会ったジェジュンと名乗る1人の青年― 

彼はハナに、自分は「天国への郵便配達人」だと告げ、仕事を  

手伝って欲しいと持ちかける。彼の仕事は、手紙を運び、出した人

の心を癒すこと。そして、彼と共に過ごすうちに、いつしかハナの心

も癒され、2人は惹かれあうようになる― しかし、そんな矢先、  

ハ ナ は ジ ェ ジ ュ ン が 抱 え る 大 き な 秘 密 に 気 付 い て し ま う 。       

彼が「郵便配達人」として働く理由とは…？  

 

 

 

「青い塩」 
韓国/2011 年/122 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時： 11/13（金）23：00～ 

出演： ソン・ガンホ（ドゥホン：『殺人の追憶』『グエムル-漢江の怪物-』）、シン・セギョン（セビン：「根の深い木」

「匂いを見る少女」）、チョン・ジョンミョン（エック：「チャクペ～相棒～」）、イ・ジョンヒョク（ギョンミン：『パラレ

ルライフ』）、キム・ミンジュン（殺し屋 K：「いかさま師 タチャ」） 

写真クレジット：©2011 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED 

 

ソン・ガンホ、シン・セギョン共演、『イルマーレ』の監督が贈る、 

新たな愛の物語。かつて伝説と呼ばれたヤクザのボスだった  

ドゥホンは、組織から足を洗い、母の故郷プサンへ戻る。自分が

ヤクザだったことでつらい思いをさせた亡き母を思い、故郷で  

食堂を構え穏やかに暮らそうとしていた。ある日、通い始めた 

料理教室でセビンと出会う。一見、普通の少女に見えるセビンは、

かつてライフル射撃の名手だったが、ある事件をきっかけに  

闇組織の便利屋となり、ドゥホンの動向を探るために近付いてい

た。少しずつ距離が近づいていく2人だったが、ついにセビンは 

ドゥホンを殺すように命じられる。「こんな料理を作る子に俺が 

殺せるか？」正体を知りながらも、いままさに 殺し屋に身を落と

そうとしているセビンの未来を守るため、ドゥホンは再び組織と 

対峙する―。 
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「サニー 永遠の仲間たち」 
韓国/2011 年/124 分/字幕/HD 作品 

放送日時：11/20（金）23：00～ 

出演： ユ・ホジョン、シム・ウンギョン、ジン・ヒギョン、カン・ソラ、コ・スヒ、キム・ミニョン、ホン・ジニ、 

 パク・ジンジュ、イ・ヨンギョン、ナム・ボラ、キム・ソンギョン、キム・ボミ、ミン・ヒョリン 

写真クレジット：©2011 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED 

 

韓国で740万人動員の大ヒット！1980年代のソウルを舞台に、   

7人の女性たちが失ってしまった大切な何かを取り戻していく   

美しい友情の物語。 

あの頃、すべてが輝いて見えた。ただ一緒にいるだけで楽し 

かった。永遠の友情を誓ったかけがえのない仲間たち。    

でも、彼女たちが再び集まることは決してなかった―。 

あれから25年。専業主婦として、不自由のない日々を送って 

いるナミ。彼女は母が入院する病院で、高校時代の仲良しグル

ープ“サニー”のリーダー、チュナと偶然再会する。脳裏を駆け

めぐる楽しかった日々の思い出。田舎からソウルの 女子高へ

やって来た転校生のナミは、方言のせいで初日からすっかり笑

い者になってしまう。そんな彼女を仲間に入れてくれたのが姉

御肌のチュナだった。個性豊かな彼女の仲間たち。二重まぶた 

に憧れるチャンミ、国語教師の娘なのに口汚いジニ、キレると怖い文学少女のクムオク、ミス・コリアを夢見る  

ポッキ、そして謎めいた美少女のスジ。友情の証としてグループを“サニー”と名付け、明るい教室でいつも笑い

合っていた7人。でも、あの事件のせいで、彼女たちは離ればなれになってしまう。再会したチュナは余命2ヵ月の

重い病に侵されていた。「死ぬ前にもう一度みんなに会いたい」。心から願うチュナのため、ナミは残りのメンバー

を捜し始める。それはナミにとって、輝いていた日々を取り戻し、再び人生の主役になる旅でもあった。 

 

 

「私たちの幸せな時間」 
韓国/2006 年/124 分/字幕/HD 作品 

放送日時：11/27（金）23：00～ 

出演： カン・ドンウォン（『デュエリスト』「１％の奇跡」『オオカミの誘惑』）、 

 イ・ナヨン（『小さな恋のステップ』「アイルランド」） 

写真クレジット：©2006Bear entertainment co., ltd. (c)Prime entertainment co., ltd. All rights reserved. 

 

カン・ドンウォン主演の感動ラブストーリー。日本中を涙で   

埋め尽くした大ヒット作！ 

男は3人を殺した死刑囚。女は3回自殺未遂をした元歌手。  

人生に絶望し、孤独を抱えた彼らが向き合うこととなった、毎週

木曜日10時から1時の4時間だけの面会時間。私たちは似てい

る…。それに気づいてから、お互いが「本当の自分」をさらけ 

出せる、かけがいのない存在となった。初めて自分を赦せた。

そして世界が明るく見えるようになった。しかし、そんな2人の

“幸せな時間”は、長く続かなかった…。  
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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！ 

 

 

 

 

 

 

「クッキング・コリア」 
韓国/2014 年/全 12 話/60 分/HD 作品//日本初放送 

放送日時： 11/26 （木）スタート 毎週（木）23:00～2 話連続 

出演：  シム・イヨン（「結婚の女神」「棚ぼたのあなた」）、フェイ【miss A】、イ・ヒョヌ（「タルジャの春」）、 

 キム・ヒョジン、ファン・ヘヨン、パク・イプソン 

MC：パク・チユン、ホン・ソクチョン 

クレジット：ナシ  

 

miss A のフェイや「結婚の女神」のシム・イヨンら、韓国有名 

芸能人が挑戦するフードオーディション番組！ 

料理が得意な芸能人が登場し、プロの“イケメン”シェフたちと

ペアに なって料 理に挑戦 。芸能人のアイデアとプロの     

ノウハウによって、新たなレシピが生まれる！MC はレストラン

経営を手掛ける韓国の人気オネエタレントのホン・ソクチョンと

アナウンサーのパク・チユン。次々と登場する料理は、見れば

見るほど食べたくなるものばかり！果たして審査員の評価

は・・・！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

