
 

 

 1 

Program Line-up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 11 月 24 日 

ジュピターエンタテインメント㈱ 

 
女性チャンネル♪LaLa TV  

2016年 1月のおすすめ番組 
 

「大丈夫、愛だ」 
 
チョ･インソン × コン･ヒョジン、あまりに完璧なラブコメ 
カップルが誕生！  極上の愛と優しさに包まれる、   
大人のためのヒーリング・ラブコメディ！   

 
 
 
 
エンタメ☆ステージ/長谷川博己特集 

「から騒ぎ」 
 
世界の蜷川幸雄演出、全ての役を男性俳優が演じる
舞台オールメール・シリーズ作品がエンタメ☆ステージ
に登場！ 小出恵介、高橋一生、長谷川博己等出演の  
シェイクスピア喜劇の最高傑作をお届け！ 

 

 

 

「三食ごはん」漁村編 
 
俳優チャ・スンウォンが見事な料理の腕前を披露！ 
大人気自給自足ライフバラエティ「三食ごはん」第2弾
は漁村編！ 
 

 
 
 

「5urprise
サ プ ラ イ ズ

 JAPAN 

デビュー記念 密着番組」 
 
「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人で結成された好青年俳優    
グループ5urprise（サプライズ）。日本デビューのため 
来日した彼らにカメラが密着！ 日本独占放送！ 
 

© 2009 HORIPRO INC. 

©Licensed by CJ E&M Corporation / ©CJ E&M 
Corporation  and GT Entertainment, all rights reserved 

© CJ E&M Corporation, all rights reserved 

©女性チャンネル♪LaLa TV 
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「大丈夫、愛だ」 
韓国/2014 年/全 16 話/90 分/字幕/HD 作品/CS ベーシック初放送 

放送日時：1/18（月）スタート 毎週（月）（火）21：30～ 他 

出演： チョ･インソン（「その冬、風が吹く」）、コン･ヒョジン（「主君の太陽」「最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～」

「パスタ～恋が出来るまで～」）、D.O（EXO）（『カート（原題）』）、イ･グァンス（「火の女神ジョンイ」）、    

ソン･ドンイル（『怪しい彼女』）、ヤン･イクチュン（『息もできない』）、チン･ギョン（「優しい男」）、 

 イ・ソンギョン（「女王の花（原題）」） 

写真クレジット： Licensed by CJ E&M Corporation / ©CJ E&M Corporation and GT Entertainment, all rights 

reserved 

 

チョ･インソン × コン･ヒョジン、あまりに完璧なラブコメカップルが誕生！ 極上の愛と優しさに包まれる、大人の

ためのヒーリング・ラブコメディ！ 心の病というシリアスなテーマを取り上げながらも、軽快かつロマンティック、 

それでいて切なく心に沁みるストーリーを、美しく洗練された映像と印象的なセリフの数々で織り上げた。    

韓国ドラマ史上、今まで見たことのない極上のロマンティック･ラブコメディ！ 

 

【ストーリー】 

チ・ヘスは様々な問題を抱えた患者と向き合う精神科医。男顔負けの 

手腕で慌ただしい日々を送りながら、自身も異性と関係を持つことを怖が

る“恋愛恐怖症”を克服しようとしていた。ある日トークショー番組に出演

することになったヘスは、イケメンベストセラー作家のチャン･ジェヨルと 

出会う。精神科医をバカにした物言いに反感を覚えるヘスだったが、  

ジェヨルは素っ気ない態度のヘスに興味津々。彼女が住むシェアハウス

に越してきて、積極的なアプローチを仕掛けてくるが・・・！？ 

 

 

 

「エンタメ☆ステージ」 
人気の舞台やライブをお届け！ 

1 月は、世界の蜷川幸雄演出、全ての役を男性俳優が演じる舞台 
オールメール・シリーズ作品が登場！ 

 

「から騒ぎ」 
日本/2008 年/164 分/HD 作品 

放送日時：1/16（土）23：00～ほか 

出演： 小出恵介（ベネディック）、高橋一生（ビアトリス）、長谷川博己（クローディオ）、月川悠貴（ヒアロー）、 

 吉田鋼太郎（ドン・ペドロ）、瑳川哲朗（レオナート） ほか 

演出：蜷川幸雄  

写真クレジット： © 2009 HORIPRO INC. 

 

世界の蜷川幸雄が手がける、全ての役を男性俳優が演じる舞台オールメール・シリーズ作品が「エンタメ☆   

ステージ」に登場！ シェイクスピア喜劇の最高傑作！ 

【ストーリー】 パデュアの若き貴族ベネディックとメッシーナ知事レオナートの

養女ビアトリスは、会えば口論ばかりしている仲だった。ある時、ベネディック

の主君ドン・ペドロが異母弟ドン・ジョンとの争いに勝利し、凱旋の途中で    

メッシーナに立ち寄るが、そこでベネディックの親友であるフローレンスの若き  

貴族クローディオが知事の跡取り娘ヒアローに恋をする。ベネディックは勇猛

果敢なクローディオの恋心を理解できないが、ドン・ペドロは朴訥な彼に代わ

ってこの恋をとりまとめ、ついでにベネディックとビアトリスをもくっつけてしまお

うと考える。しかし一行に恨みを持つドン・ジョンがクローディオとヒアローの 

縁談を壊そうと企んだことから事態は意外な展開をみせ…。 

長谷川博己特集 
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『セカンドバージン』 
日本/2011 年/105 分/HD 作品 

放送日時：1/15（金）23：00～ほか 

出演： 鈴木京香（「夜行観覧車」『ラヂオの時間』）、長谷川博己（「家政婦のミタ」「鈴木先生」）、 

 深田恭子（「富豪刑事」「セカンド・ラブ」） 

写真クレジット：©2011 映画「セカンドバージン」製作委員会 

 

アラフォー女性と年下男性のスキャンダラスな愛を描いた衝撃作！  

NHK ドラマ「セカンドバージン」の映画化。ドラマに引き続き、鈴木京香、長谷川博己、深田恭子の豪華キャストで

贈る。映画ではマレーシアを舞台に、ドラマでは描かれなかった衝撃の事実が明かされる。 

【ストーリー】 

出版業界で名の知れた辣腕専務・中村るいは、出張でマレーシアを訪れる。  

そこで、鈴木行と再会する。行はるいより 17 歳年下で、万理江という妻がい

たが、るいと行は激しく愛し合った恋人同士だった。日本から遠く離れた異国

の地で思いがけない再会を果たした 2 人だったが、行はるいの目の前で  

銃弾に倒れる。なぜ行はこんなことになったのか、なぜ 5 年前、何も言わず

にるいの前から姿を消したのか…。コーランが遠くに聞こえるなか、行は  

生死の間をさまよっていた。るいは、そばにいる行を、切ないほど遠くに感じ

ていた。そんな 2 人の前に、思いがけない人物が現れる。 

 
 

「三食ごはん」漁村編 
韓国/2015 年/全 9 話/105 分/字幕/HD 作品/CS ベーシック初放送 

放送日時：1/9（土）スタート 毎週（土）10：30～/21：30～ 

出演：  チャ・スンウォン（「華政」「最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～」）、ユ・ヘジン（『田禹治』）、 

 ソン・ホジュン（「応答せよ 1994」「花より青春」） 

ゲスト：チョンウ（「応答せよ、1994」）、秋山成勲（「スーパーマンが帰ってきた」） 

プロデューサー：ナ・ヨンソク（「花よりおじいさん」「三食ごはん」） 

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

 

大人気自給自足ライフバラエティの第2弾は漁村編！ 

チャ・スンウォンが見事な料理の腕前を披露！ ゴム手袋をはめて家事を完璧にこなす姿はまるで主婦！？ 

 

バックパック旅行記“花よりシリーズ”を手掛けたナ・ヨンソクPDによる自給自足ライフバラエティ「三食ごはん」の

第2弾！ 韓国から船路でもっとも遠い場所に位置する島、晩才島(マンジェド)を舞台に、韓国きっての名優が 

慌ただしい日常から抜け出し、時間がゆったり流れる田舎で自給自足ライフを送る。自然の食材を使って1日3食

をしっかり食べることが番組の掟！ 

 

主人公はドラマ「華政」「最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～」

などに出演し、セクシーで魅力的な演技でファンを魅了し 

続ける俳優のチャ・スンウォン。そして映画『田禹治』など

数々の映画や韓国人気番組「1泊2日」といったバラエティ 

番組でも活躍をみせる俳優のユ・ヘジン。さらにドラマ「応答

せよ 1994」や“花よりシリーズ”の「花より青春」、そして前作  

「三食ごはん」にゲスト出演し独特なキャラクターで話題を 

呼んだ俳優のソン・ホジュン。海に囲まれ、食べるものに 

溢れるこの島で三食のごはんを賄うべく3人の男たちが奮闘

する自給自足漁師ライフをぜひお楽しみに！ 
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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！ 

 

「5urprise
サ プ ラ イ ズ

 JAPAN デビュー記念 密着番組」 
日本/2015 年/30 分/字幕/ HD 作品/日本独占初放送 

放送日時： 1/23（土）23：15～ ほか 

出演：5urprise 

写真クレジット：©女性チャンネル♪LaLa TV  

 

2015 年 11 月、日本デビューのため来日した 5urprise(サプライズ)にカメラが密着！ライブの舞台裏や      

日本滞在中のメンバーの素顔に密着する。 

【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 CD デビュー。 

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。 

 

「放課後サプライズ～ハチャメチャ大作戦」 
韓国/2014 年/1 全 12 話/15 分/ 字幕/HD 作品/CS ベーシック初放送 

放送日時： 1/26（火）-28（木）3 夜連続放送 23：00～  

出演：5urprise（ソ・ガンジュン、コンミョン、イ・テファン、カン・テオ、ユイル）、キム・ソウン 

写真クレジット：© Fantagio pictures Corp. All Rights Reserved & Distributed by CJ E&M CORPORATION  

 
5urprise初主演ドラマ！ 5人のイケメン高校生と平凡な女子転校生が奇想天外なミッションに挑戦！ 果たして 

無事にクリアできるのか？ 若者たちが織り成す愉快+痛快+青春ミニストーリー。 

【ストーリー】 

ごく平凡な転校生、ソウンのところに届いた1枚の招待状。 

生まれて初めて“招待状”を手にしたソウンは半信半疑で  

招待状に書いてあるところを訪れるが…そこは“くじ引き部”！

そして、彼女を待ち受けていたのは5人のイケメン部員たち。

半強制的に、個性豊かな（？）イケメン5人で構成された“くじ

引き部”の6人目のメンバーになったソウン。さらに、“くじ引き

部”の部長にまで任命されてしまう。毎日くじを引いて、そこに

書いてあるミッションを命がけ（？）で遂行していくイケメン部

員たちとソウン。彼らを待ち受けているとんだミッションと

は！？ 果たして彼らは無事にミッションをクリアできるの

か！？ 

放送日時 タイトル 

1/23（土）23：15～ 「5urprise JAPAN デビュー記念 密着番組」 ※日本独占初放送 

1/26（火）23：00 スタート  「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）12:00 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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「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： III 1/5（火） VI 1/19（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、城田優の第2の故郷スペイン・バルセ

ロナへ。 故郷の魅力を、城田優が案内する。城田の母、ペピー 

さんも加わり、ますます盛り上がるスペイン編をお見逃しなく！ 
 

 

 

「FREEDOM aozora 2015」episode1 
日本/2015 年/ 115 分/HD 作品 

放送日時：1/9（土）23：15～ ＜エンタメ☆ステージ＞ 

出演：MINMI、加藤ミリヤ、安全地帯、SCANDAL、湘南乃風、AK-69他 

写真クレジット： 不要 

 

2015 年夏に東北・淡路島・九州会場で行われた野外ＦＥＳ「ＦＲＥＥＤＯＭ 

aozora 2015」の模様を 3 回に渡りダイジェストで放送！ ROCK・HIPHOP・  

レゲエ・J-POP など多ジャンルにおいて活躍するアーティストが結集した  

音楽フェス「FREEDOM aozora 2015」をお見逃しなく！  

 

 

「ＢＴＯＢ
ビートゥービー

の目指せ！最高男子！」 
韓国/2014 年/ 全 6 話/45～60 分/字幕/HD 作品/日本初放送 

放送日時：1/10（日）スタート 毎週（日）23：00～  

出演：BTOB （ウングァン、ミンヒョク、チャンソプ、ヒョンシク、プニエル、イルフン、ソンジェ） 

写真クレジット： ©SBS Plus 

 

「SBS 人気歌謡」の MC ソンジェが所属する人気ボーイズグループ、BTOB

（ビートゥービー）のバラエティ！ 男女が考えるクールな男性像とは？ 

BTOB のメンバーが 熱いトークやバトルを通じて、その答えを紐解いていく、

クールな男プロジェクト！ 

 

「ハイヒールで走るママ」 
韓国/2013 年/ 全 12 話/60 分/字幕/HD 作品/日本初放送 

放送日時：1/8（金）スタート 毎週（金）21：30～ほか  

出演： ビョン・ジョンス（モデル・女優「ルビーの指輪」）、キム・セア（女優「チャンファ・ホンリョン」）、 

 ソル・スヒョン（元ミスコリア）、イ・ヘウォン（アン・ジョンファンの妻、ミスコリア出身）） 

写真クレジット： ©SBS Plus 

 

人気女性芸能人ママと子どもたちが繰り広げる予測不能なドタバタ育児バラエティー！  
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『ブーメランファミリー』 
韓国/2013 年/112 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時：1/8（金）23：00～ 

出演： パク・ヘイル（『黒く濁る村』）、ユン・ジェムン（『母なる証明』）、コン・ヒョジン（「大丈夫、愛だ」）、 

 ユン・ヨジョン（「花よりお姉さん」『ハウスメイド』） 

写真クレジット：© 2013 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED 

 
「大丈夫、愛だ」のコン・ヒョジン出演！ 出戻り 3 兄妹とワケありの母親。 

愛すべきダメ家族による笑いと涙の感動エンタテインメント！  

【ストーリー】 

前科持ちで独身、いまだに母親のすねをかじる 44 歳の長男ハンモ。   

仕事にも結婚生活にも失敗し、絶望する売れない映画監督、40 歳の  

次男インモ。男運がなく、バツ 2 で子持ち、35 歳の末っ子ミヨン。それぞれ

の事情を抱え母親が住む実家に舞い戻ってきたどうしようもない 3 兄妹と、

ミヨンの生意気な娘、中学生のミギョンとのハチャメチャな同居生活が始

まる！ 自分のことは棚に上げ、お互い文句ばかりで喧嘩の絶えない  

兄妹と、家族団欒のために毎晩せっせと肉を焼き続ける母親。ある日、

そんな大人たちを見かねたミギョンが家出をする。次第に家族それぞれ

の秘密が明らかになる中、一家に思わぬ展開が待ち受けていた・・・。 

 

「蘭陵王」 
中国/2013 年/全 46 話/60 分/ノーカット字幕版/HD 作品 

放送日時：1/4（月）スタート 毎週（月）-（金）8：30～ 2 話連続放送   

出演： ウィリアム・フォン（蘭陵王：「王の後宮」）、アリエル・リン（楊雪舞台湾版「イタズラな Kiss」）、 

 ダニエル・チャン（宇文邕：「王子様の条件～Queen Loves Diamonds～」）、 

 ジョージ・フー（安徳王：「ハヤテのごとく！～美男（イケメン）執事がお守りします～」）ほか 

プロデューサー：フランキー・チェン（「秋のコンチェルト」） 

キービジュアルディレクション：蜷川実花（『ヘルタースケルター』） 

音楽：Mayday 主題歌「出陣の歌／入陣曲」 

写真クレジット： © 2013 Polyface Entertainment Group All Rights Reserved.,上海上影英皇文化発展有限公司,

北京東王文化発展有限公司 

 

アジアが熱狂した超話題作！あまりの美貌のため、仮面をつけて

戦ったという伝説がある悲劇の王・蘭陵王と、天女の血を受け継ぐ

ヒロイン楊雪舞の切ない愛を描く美しすぎる超大型時代劇！  

【ストーリー】 

西暦 600 年頃の中国南北朝時代。北朝では戦乱が続いていた。 

その中で、北斉の皇族であり、美しさ故に戦いに赴く際には仮面を

つけている不敗戦神・蘭陵王がいた。蘭陵王は宿敵・北周との  

交戦中、ひょんなことで北斉と北周の国境線上の仙人の村に迷い

込んだ。その村の舞女で予知能力を持つ祖母に育てられた   

楊雪舞と出会い、惹かれていくのだが…。 

 

2013年、中国・台湾で空前の大ヒット！ ドラマの枠を超えた美しすぎる超大型時代劇。写真家の蜷川実花が 

キービジュアルディレクションを手がけ、台湾のヒットメイカー、フランキー・チェンとのタッグによるハイクオリティ

な映像美が話題になった作品。主演の蘭陵王役には、中国大陸No.1美男子の呼び声高い「王の後宮」の   

ウィリアム・フォン、対立する周の美しい皇子には「王子様の条件」のダニエル・チャン、そして「ハヤテのごと

く！」のジョージ・フーなど、美しすぎる男優たち、そしてイケメン2人から恋慕われるヒロイン役は、台湾版「イタ

ズラなKiss」のアリエル・リンと豪華キャストが勢ぞろい！ 音楽はアジアを代表するロック･バンドMayday   

（五月天）が担当、物語を熱く盛り上げる！ 
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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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

