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2015 年 10 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 12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。いよいよ１０１の理由が完結！ 
「わたプロ」のスペシャルな結末をお楽しみに♪ 
 

「独占中継！ 
２０１５ SBS歌謡大祭典」 
 
2015年K-POP総決算！韓国の放送局SBSが毎年年末に

開催する歌の祭典を、女性チャンネル♪LaLa TVが日本
独占生放送！今年活躍した人気アーティストが大集結！ 

 

「5urprise JAPANデビュー記念
LIVE～5urprise Flight～」 
 
「ルームメイト」のソ・ガンジュンをはじめ、2000倍の競争率
を勝ち抜いた5人で結成された韓国俳優グループ5urprise
の日本デビュー単独初ライブを日本独占放送！ 
 

 

「メンズキッチン」  
スペイン・バルセロナ編 
 
俳優・城田優と料理研究家・寺田真二郎がお届けする 
自由度100％な料理番組！城田優の第2の故郷スペイン
からお届けする特別編！ 
 
 

ⓒSBS  

©女性チャンネル♪LaLa TV 
 

©女性チャンネル♪LaLa TV 

ⓒKING RECORDS  
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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：浅見れいな(#14)、釈由美子(#15)、貫地谷しほり(#16)、池田鉄洋(#17) 

脚本： 渡辺千穂(#14)、新井友香(#15)、狗飼恭子(#16)、池田鉄洋(#17) 

監督：大内隆弘、片山雄一(#14)、大内隆弘(#15)、川村泰祐 (#16)、石井聡一(#17) 

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！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！ついに101のエピソードがすべて完結する！ 
「わたプロ」のスペシャルな結末をお楽しみに♪ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 放送日 出演 脚本 監督 エピソード 

14 12/2 
浅見れいな 

黒川芽以 
渡辺千穂 

大内隆弘 

片山雄一 

・日常会話の延長線上のような口調で、友人の結婚話を何度もしたことがある。 

・男運が悪い。 

・そもそも彼と結婚したいのか、ただ結婚がしたいだけなのかよくわからない。 

15 12/9 

釈由美子 

長谷川朝晴 

上地春奈 

新井友香 大内隆弘 

・彼のセンスをけなしたことは、一度や二度ではない。 

・彼のプロポーズを聞き逃している。 

・相手には、すでに家庭がある。 

16 12/16 
貫地谷しほり 

柄本佑 
狗飼恭子 川村泰祐 

・家事全般が苦手なことを、まったく悪いと思っていない。 

・「このままズルズル付き合うのはよくない」と友人や親に言われたことを彼に伝

えた。 

・彼と 10 年以上付き合っているか、結婚生活となんら変わりない同棲生活を続け

ている。 

17 
12/23 

23：00～ 

池田鉄洋 

足立梨花 

蕨野友也 

池田鉄洋 石井聡一 

・彼の名字の下に、自分の名前を書いた紙を見つけられてしまった。 

・指輪のブランドから式場まで、理想のウェディングプランを彼に話した。 

・彼に花を持たせようと、力不足を演じたことがある。 

18 
12/23 

23：30～ 

ｼﾞｪｰﾝ･ｽｰ 

他 
- - 

・病めるときも健やかなるときも、バカ笑いが 

できる女友達に囲まれている。 
最終回スペシャル 

の段積み編成！！ 
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12/23（水・祝）は、わたプロ DAY！ 
いよいよ最終回を迎える「わたプロ」のシーズン 1 とシーズン 2 から 

厳選したエピソードをたっぷり放送！ 
 

「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」傑作選 前編 
12/23（水・祝）14：45～ 
 

# 出演 脚本 監督 

シーズン１ ＃1 市川実和子、池田鉄洋、山本裕典、谷村美月 渡辺千穂 本橋圭太 

シーズン１ ＃3 酒井若菜、佐藤二朗 佐藤二朗 石井聡一 

シーズン１ ＃6 渡辺真起子、大野いと、大西信満 狗飼恭子 村本大志 

シーズン１ ＃8 川村エミコ（たんぽぽ）、佐藤貴史、足立梨花、中村靖日 楠野一郎 鈴木砂羽 

シーズン１ ＃9 鈴木砂羽、水橋研二、橋本じゅん 楠野一郎 大内隆弘 

シーズン１ ＃10 大和田美帆、川久保拓司、佐藤仁美 福田雄一 福田雄一 

 

「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」傑作選 後編 
12/23（水・祝）17：40～ 
 

# 出演 脚本 監督 

シーズン１ ＃14 木南晴夏、戸塚純貴、野村啓介 福田雄一 福田雄一 

シーズン 2 ＃1 菜々緒、白石隼也、荒木宏文 松田沙也 川村泰祐 

シーズン 2 ＃2 小池栄子、濱田岳、マギー マギー マギー 

シーズン 2 ＃8 渡部豪太、黒川智花 ふじきみつ彦 城田優 

シーズン 2 ＃10 佐々木希、宮崎美子 ジェーン・スー 村本大志 

シーズン 2 ＃13 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 

 

「俺たちがプロポーズ出来ないのには、3 つの理由しかなくてだな」 
日本/2015 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 12/23（水・祝） 20：30～ 

出演：橘ケンチ（EXILE）、荒木宏文、川畑要（CHEMISTRY）、木南晴夏、佐津川愛美、佐藤瑠生亮、上野なつひ 

写真クレジット：©女性チャンネル♪LaLa TV 

 
「私たちがプロポーズされないのには、101 の理由あってだな」から誕生 
したスペシャルドラマ。男性目線でプロポーズにまつわるストーリーが展開。
男性の結婚“できない”“しない”あるあるを3つのエピソードに凝縮し、   
プロポーズに踏み出せない優柔不断な男性心理を描く。 
主演は、EXILEの橘ケンチ！ 
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「メンズキッチン」スペイン・バルセロナ編 
日本/2015 年/30 分/HD 作品 

放送日時： I ：12/1（火） II ：12/15（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  

番組が、またまた日本を飛び出した！大好評、メンズキッチンの海外編

第３弾！ついに、城田優の故郷スペイン バルセロナへ。バルセロナの

魅力を、城田優が案内する。 
 
※スペイン編の写真は追って配信します。 
 
 
 

「独占中継！２０１５ SBS 歌謡大祭典」 
韓国/2015 年/ 同時通訳/HD 作品/生放送 

放送日時： 12/27（日） 21：00～ 

出演：未定 

写真クレジット： ⓒ SBS 

 

韓国の放送局 SBS が毎年年末に開催する歌の祭典を、女性チャンネル♪LaLa TV が日本独占放送！2015 年 

最も活躍した K－POP 界最高のアーティストやアイドル達が一堂に会する年末恒例のイベントの模様をお届けす

る。今年の SBS は、「SBS アワードフェスティバル」と題し、1 年間 SBS で人気のあった番組とトップスターたちに

会える韓国初のテレビ局イベントとして SBS の番組コンテンツを視聴者が直接体験できる大規模イベントを開催。

その中の目玉のひとつが、2015 年の K-POP 総決算「SBS 歌謡大祭典」。昨年は、2PM のニックン、CNBLUE の

ジョン・ヨンファ、INFINITE のエル、B1A4 のバロ、WINNER のソン・ミンホという豪華な MC メンバーが限定ユニット

を組み、「LUCKY BOYS」として会場を盛り上げたが、今年も昨年同様、ビッグスターが勢ぞろいすること間違いな

し！ 独占放送で当日韓国から中継し、同時通訳でお届けする夢の大祭典をぜひお楽しみに！ 
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2 か月連続特別
スペシャル

就航
フ ラ イ ト

！好青年俳優グループ 5urprise（サプライズ）特集！ 

日本 CD デビュー記念ライブや密着番組を独占日本初放送！ 

 

「5urprise JAPAN デビュー記念 LIVE～5urprise Flight～」 
日本/2015 年/60 分/ HD 作品/日本独占初放送 

放送日時： 12/12（土）23：30～24：30 

出演：5urprise 

写真クレジット：©KING RECORDS  

 

「ルームメイト」のソ・ガンジュンをはじめ、2000 倍の競争率を勝ち抜いた 5 人で結成された韓国好青年俳優グル

ープ 5urprise の日本デビュー単独初ライブを日本独占放送！ 

【5urprise】 

所属事務所の新人発掘プロジェクトを通し、2000 倍の競争率を勝ち抜いた 

5 人で結成された俳優グループ。約 2 年間、演技をはじめ、ダンスや歌など

厳しいトレーニングを受け、デビュー以来、各メンバーがドラマ、映画、CM、

舞台などに相次いでキャスティングされるなどその活躍ぶりに大きな注目が

集まっている。ソ・ガンジュンは韓国で「最も付き合いたい年下男 No.1」の 

称号を獲得した。その注目度が急上昇する中、2015 年 10 月、グループとし

て日本でのCDデビューが決定。従来のアイドルグループとは異なり、俳優と

しての演技を基本に、歌や広告、バラエティなど様々な分野での活躍が期待

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放送日時 タイトル 

12/12（土）23：30～ 「5urprise JAPAN デビュー記念 LIVE～5urprise Flight～」 ※日本独占初放送 

12/14 (月)22：45～ 「特命、彼女を守れ！」（カン・テオ出演ドラマ） 

12/15(火) 22：45～ 「禁じられた愛」（ソ・ガンジュン出演ドラマ） 

1 月 「5urprise JAPAN デビュー記念 密着番組」 ※日本独占初放送 

1 月 
「放課後サプライズ～ハチャメチャ大作戦～」（5urprise 主演ドラマ） 

※CS ベーシック初放送 

毎週日曜 12:00 

好評放送中 
「ルームメイト」シーズン 2 （ソ・ガンジュン出演）  
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「B１A４ダイアリー」 
韓国/2012 年/ 全 2 話/60 分/HD 作品/日本初放送 

放送日時： 12/28（月）22：00～ 2 話連続 

出演：B1A4 

写真クレジット： ©SBS Plus 

 

「花より青春」でおなじみのバロが所属する韓国の人気ボーイズグループ

B1A4 が、自らカメラを持って撮影し、歌手活動の裏側やメンバーの思わぬ素

顔が覗けてしまう、ファン必見のリアリティ番組。 

 

 

 

「Secret ダイアリー」 
韓国/2012 年/ 60 分/HD 作品/日本初放送 

放送日時： 12/28（月）24：00～  

出演：Secret、バン・ヨングク（B.A.P） 

写真クレジット： ©SBS Plus 

 
韓国の人気ガールズグループ Secret が自らカメラを持って撮影し、歌手活動

の裏側やメンバーの思わぬ素顔が覗けてしまう、ファン必見のリアリティ番組。

人気アイドルグループ B.A.P のメンバー、バン・ヨングクも登場！ 

 

 

「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！ 

 

「建てましにつぐ建てましポルカ」 
日本/201３年/105 分/HD 作品/テレビ初放送 

放送日時： 12/5（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／ 

  花本有加（KIKIKIKIKIKI）、吉川莉早、菅原永二 

作・演出：上田誠 音楽：滝本晃司  

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3弾は、迷路コメディ。

諸君、今こそ迷路狂時代である！ 

 

中世、東欧。王権のかつての威光は翳り、諸侯が跋扈する  

混迷の時代。城では絶えずそこかしこで、建てましにつぐ建て

ましがなされている。そんな城で、パーティに戻る道すがら、 

迷ってしまった貴族と従者。歩けども歩けども、元の道には  

戻れず、見慣れぬ回廊が続くばかり。高みの見物の新興貴族、

足手まといな辺境伯。不案内なメイドに、不遜な物乞い、通りす

がる道化。はては城の秘密や、世界の危機までもが、壁のむこ

うに見え隠れ。 
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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！ 

 

 

 

 

 

 

 

「カンチョリ オカンがくれた明日」 
韓国/2013 年/108 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時： 12/4（金）23：00～ほか 

出演： ユ・アイン（カン・チョル：「トキメキ☆成均館スキャンダル」「密会」「チャン・オクチョン 愛に生きる」『ワン

ドゥギ』）、キム・ヘスク（スニ：『10 人の泥棒たち』）、キム・ジョンテ（サンゴン：『７番房の奇跡』）、キム・ソン

オ（フィゴン：『アジョシ』）、チョン・ユミ（スジ：『トガニ 幼き瞳の告発』） 

写真クレジット：© 

 

「密会」のユ・アイン主演！明日をあきらめない全ての人に贈る

母と子の絆の物語。ぶっきらぼうだが情に厚いカンチョリは、 

病気で認知症の母スニさんと2人暮らし。お金もコネも夢もない

が、母の面倒を見ながら釜山港で黙々と働き、一日一日を懸命

に生きてきた。そんなカンチョリの唯一の望みは、母親と少しで

も長く一緒に暮らすこと。高い手術費をなんとか工面しようと 

必死で頑張っている。そんな時、スニさんの容体が悪化、さらに

は裏社会の危険な儲け話に巻き込まれてしまう。絶体絶命の 

カンチョリに非常な決断の時が迫る…。はたして彼は大切に  

してきたものを最後まで守りきることができるのか！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、 国内

外ドラマ、ライブ（舞台他）、ライフスタイル、映画のジャンルから“ハートはずむ♪”番組を厳選してお届けするエンタメ・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/

