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2015 年 12 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  

2016 年 2 月のおすすめ番組 
 

 
「スパイ～愛を守るもの～」 
 
キム・ジェジュン（ＪＹＪ）入隊前最後のドラマ主演作！ 

孤独を癒してくれた唯一の人は、愛してはいけない人

だった…。運命に翻弄される男女の究極のラブ    

ストーリー！   

 

 

 

「２０１５ SBS歌謡大祭典」
字幕完全版 
 

2015年K-POP総決算！2015年末に放送された歌の  

祭典を日本語字幕完全版で放送！人気アーティストが

大集結！ 

 
  
 

「２０１５  SBS演技大賞」 
字幕完全版 
 
2015年SBSドラマの総決算！2015年末に放送された  
豪華授賞式の模様を日本語字幕完全版で放送！ 
 
 

 

 

「メンズキッチン」総集編 
 

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％な料理トークバラエティ！スペインロケの

番外編と、これまでを振り返った総集編をお届け！ 

 

 

 

© SBS 

Licensed by KBS Media Ltd.  
©2015 KBS. All rights reserved 

© SBS 

©女性チャンネル♪LaLa TV 

ドラマ 

ライブ 

ライブ 

ライフスタイル 
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「スパイ～愛を守るもの～」 
韓国/2015 年/全 16 話/60 分/字幕/HD 作品/CS ベーシック初放送 

放送日時： #１先行放送 2/7（日）12：00～ 

 レギュラー放送 2/27（土）スタート 毎週（土）（日）9：30～/20：30～ 

出演： キム・ジェジュン（JYJ）/キム・ソヌ役（「Dr.JIN」「トライアングル」）、ペ・ジョンオク/パク・ヘリム役（「その

冬、風が吹く」「ルームメイト２」）、ユ・オソン/ファン・ギチョル役（「シンイ－信義－」）、コ・ソンヒ/イ・ユンジ

ン役（「ミス・コリア」「夜警日誌」）、チョ・ダルファン/キム・ヒョンテ役（「感激時代～闘神の誕生」）、キム・ミ

ンジェ/ソン・ジュンヒョク役（「ビッグマン」「スリーデイズ～愛と正義～」）、リュ・ヘヨン/ノ・ウナ役（「ハート・

トゥ・ハート」） 

写真クレジット：Licensed by KBS Media Ltd. ©2015 KBS. All rights reserved  

 

キム・ジェジュン（ＪＹＪ）入隊前最後のドラマ主演作！孤独を癒してくれた唯一の人は、愛してはいけない人   

だった…。運命に翻弄される男女の究極のラブストーリー！ 

 

【ストーリー】 

平凡な公務員のソヌは、両親の愛情に包まれて暮らす心優しい

息子。だが一方で、彼は家族にも内緒で国家情報院のエリート

諜報員という顔を持っていた。ある日、中国での作戦を失敗した

ソヌは対北情報分析班に異動となる。そんな中、ソヌは恋人の 

ユンジンを家に招くが、母のへリムは彼女に何か引っかかるもの

を感じて落ち着かない。さらに、ヘリムの前に、死んだと思って 

いたかつての上官ギチョルが突然現れる。実は、ヘリムは元・ 

北朝鮮工作員だったのだ。息子を差し出せというギチョルの要求

に動揺するヘリム。そうとも知らず、北朝鮮工作組織の不穏な 

動きに巻き込まれていくソヌ。そして、ユンジンは危険な仕事に 

関わるソヌの身を案じながらも、彼に言えないある秘密で苦しん

でいた…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ジェジュン入隊前最後のドラマ主演作！切なさを身にまとった天才分析官を熱演！  

「Dr.JIN」では正義感の強い男、「トライアングル」では筋金入りのチンピラなど、異なったキャラクターを演じ分

け、進化しつづける俳優キム・ジェジュン（JYJ）。今回演じる天才分析官ソヌは、家族をこよなく愛する優しい

息子と、国家情報院の冷静沈着なキレ者という2つの顔をもつ人物。切なさと孤独を身にまとったキム・ソヌ役

はまさにハマリ役で、その眼差しの強さと表情だけで感情を細やかに表現する演技力は、まさに“ファンが  

見たいジェジュンはこれ！”と高い評価を得ている。 

◎孤独を癒してくれた唯一の人は愛してはいけない人だった・・・。切ない2人の恋に涙する！ 

国家情報院の天才分析官ソヌとその恋人ユンジン。お互い心を癒してくれる唯一の相手だが、実はユンジン

にはソヌに隠している大きな秘密があった・・・。それは心を許すほどに危険になる秘密。最高に切ない２人の

恋に涙する。胸しめつけられる究極のラブストーリーが誕生！ 

◎最強のチームが集結！愛しあう恋人同士、家族同士が騙し合うスリリングな展開も魅力！  

ソヌの恋人役には「夜警日誌」の新鋭女優、コ・ソンヒ、ソヌの母親役には「ルームメイト2」「その冬、風が吹く」

のペ・ジョンオクが出演！若手の注目株からベテランまで人気俳優が競演！ 

 

ドラマ 
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2/11（木・祝） 韓国ＳＢＳ 2015 年授賞式を 
日本語字幕完全版で放送！！ 

 

「２０１５ SBS 演技大賞」字幕完全版 
韓国/2015 年/字幕/HD 作品 

放送日時： 2/11（木・祝）11：30～ 

出演： 追って配信します 

写真クレジット：©SBS  

 

韓国ドラマを賑わせたスターが大集結する2015年SBSドラマの  

総決算！その年にSBSで放送されたドラマを対象に、優れた演技

力を発揮した俳優、著しい成長を見せた若手俳優などを選ぶ年末

恒例のアワードを日本語字幕完全版でお届け！  

(※写真は2014年のものです。2015年のものは追って配信します。) 

 
 

「２０１５ SBS 歌謡大祭典」字幕完全版 
韓国/2015 年/字幕/HD 作品 

放送日時： 2/11（木・祝）19：30～ 

出演： 少女時代、Wonder Girls、SHINee、2PM、4Minute、T-ARA、CNBLUE、INFINITE、Apink、B1A4、B.A.P、

Ailee、EXID、BTOB、EXO、VIXX、AOA、GOT7、MAMAMOO、Red Velvet、LOVELYZ、GFRIEND、

 Monsta X、SEVENTEEN、UP10TION、iKON、TWICE 

写真クレジット：©SBS  

 

2015 年末に放送した歌の祭典を字日本語幕完全版で放送！ 

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

が一堂に会するスーパーライブをお楽しみに！ 

 

 

 

(※写真は2014年のものです。2015年のものは追って配信します。) 

 

 

 

「BTOB ダイアリー」 
韓国/2012 年/全 5 話/60 分/HD 作品/日本初放送 

放送日時： 2/21（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韓国の人気ボーイズ

グループ、BTOBの魅力が詰まったスペシャル番組を放送！ 

（※韓国の原題は「B+ダイアリー」です。） 

 

 

 

 

 

ライブ 

ライブ 



 
 

 4 

Program Line-up 

 
 

シネマ elle 2 ヶ月連続企画 【特集 愛と誘惑】 

2 月 3 月のシネマ elle は「愛と誘惑」をテーマに海外の映画作品を特集！ 

 

『蜜の味～テイスト オブ マネー～』 
韓国/2012 年/115 分/字幕/HD 作品/ R15+ 

放送日時：2/5（金）23：00～ 

出演： キム・ガンウ/チュ・ヨンジャク役（『外事警察 その男に騙されるな』）、ペク・ユンシク/ユン会長役（『ヨコヅ

ナ・マドンナ』）、ユン・ヨジョン/ペク・クモク役（『ハウスメイド』「花よりお姉さん」）、キム・ヒョジン/ナミ役

（「メリは外泊中」）  

写真クレジット：©2012 by DAISY＆CINERGY ENTERTAINMENT All Rights Reserved 

 

『ハウスメイド』のイム・サンス監督＆ユン・ヨジョン出演！  

金と欲望渦巻く上流階級の愛憎劇を描いた衝撃作！ 

【ストーリー】 

この家は、女と金と欲望が渦巻いている― 

チュ・ヨンジャクは、韓国の最上流階級に属する財閥一家で、室長を 

務める純朴な青年。一家の実権は夫人ペク・クモクが握っており、彼女

は自らの金を守るためであれば手段を選ばない苛烈な性格。夫である

ユン会長はその金を得るために愛の無い結婚を選んだ男。彼は虚しさ 

を埋めるように、嫉妬深い妻の目を盗んでは若い女の肉体を貪り、欲望のままに生きていた。そんな一家の中で

唯一の常識人である長女のナミは、ヨンジャクのことが気になっている。一家は微妙な緊迫感を漂わせながらも

長く均衡を保ってきた。しかしあるとき、会長が戯れで手を出した外国人メイドの若く美しい肉体に溺れ、やがて

妻との離婚を決意するに至ったことで、遂にバランスが崩れる。自らの体面を重んじる夫人は怒り狂い、腹いせ

にとヨンジャクに肉体関係を迫る。金のためにそれを受け入れたことで、ヨンジャクもまた狂った金と欲望の泥沼

に足を踏み入れ、そして事態は更なる悲劇を巻き起こし始める・・・。 

 

『ジュリエット・ビノシュ in ラヴァーズダイアリー』 
フランス、ポーランド、ドイツ映画/2011 年/99 分/字幕/R15+ 

放送日時：2/12（金）23：00～ 

出演： ジュリエット・ビノシュ/アン役（『ショコラ』『イングリッシュ・ペイシェント』）、ヨアンナ・クーリグ（『イリュージョ

ン』）、アナイス・ドゥムースティエ（『キリマンジャロの雪』）、ルイ＝ド・ドゥ・ランクザン（『あの夏の子供た

ち』）  

写真クレジット：©2011 Slot Machine – Zentropa International Poland – Zentropa International Köln Canal + Poland – Shot 

Szumowski – ZDF  

 

オスカー女優ジュリエット・ビノシュ主演！ 

あなたの理性を揺るがす官能の物語。 

【ストーリー】 

あなたが売るのは〈肉体（からだ）〉それとも・・・ 

アンは雑誌「ELLE」の記者。パリ市街に、夫と2人の息子たちと何不自

由なく暮らしている。彼女は今、女子大生の援助交際についての記事を

執筆中で、そのために2人の若い女性へのインタビューを敢行していた。

取材を受けた女性たちは、一見売春婦とは思えぬごく普通の可愛らし 

い若者たち。しかし、それぞれに異なる事情から、様々な男たちに体を委ねていた。アンは自分とは別世界の 

人間だと思っていた彼女たちの、赤裸々かつ官能的な体験談に耳を傾けるうちに、その告白の奥底に潜む欲望

が、完璧に満たされた生活をしているかに思えた自分の中にも、密やかに眠っていることに気づき始める。   

その事実は、妻として、母として、そしてジャーナリストとして築きあげてきたアンの強固な理性を大きく揺るがし

てゆく。やがて、彼女は否応なく自らの人生の満たされざる部分と向き合うことになるのだが・・・。 

 

シネマ 

シネマ 
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『スリーピング ビューティー／禁断の悦び』 
オーストラリア/2011 年/101 分/字幕/HD 作品/R15+ 

放送日時：2/19（金）23：00～ 

出演： エミリー・ブラウニング/ルーシー役（『エンジェル・ウォーズ』）、レイチェル・ブレイク、ユアン・レスリー、 

 ピーター・キャロル  

写真クレジット：©2011 Screen Australia, Screen NSW, Spectrum Films Pty Limited,Cardy &Company Pty Ltd, Lindesay Island 

Pty Ltd and Magic Films Pty Ltd.  

 

女子大生ルーシーが、美と欲望の世界に引き込まれていく、儚くも倒錯した文芸エロス。 

川端康成著「眠れる美女」を大胆に解釈した作品。 

 

【ストーリー】  

寝ているだけでいい 挑発し、誘惑し、破滅させる― 

学費を稼ぐため、カフェの店員、人体実験、企業の事務など様々な

職種で働く女子大生のルーシーは、より高い収入を求め、求人情報

誌に載っていたアルバイトに応募し、秘密クラブで一風変わった  

仕事を始める。最初は下着姿で給仕するというものだったが、仕事

内容は次第にエスカレートしていき、睡眠薬を服用し眠りにつくだけ

という謎めいたものになっていった―。  

目を覚ます。まるで何も起こっていないように思えるが、眠っている

間に男達が彼女にしたことを彼女自身は何も知らない・・ ・       

誰かにずっと監視されている不安な経験は、彼女の現実の生活にも

影響を及ぼし始める。何が起きているのか気になったルーシーは、

部屋にカメラを仕掛けることに。 

 

 

『誘う処女（おとめ）』 
オランダ/2013 年/107 分/字幕/HD 作品/ R15+ 

放送日時：2/26（金）23：00～ 

出演： ハイテ・ヤンセン/メイス役（『ポール・ヴァーホーヴェン／トリック』）、タルマ・ファン・デン・ドップ  

写真クレジット：Copyright Revolver Amsterdam, Ijswater Films, Coin Film, Epidemic, 2013  

 

美しき風景の中、少女のひと夏の体験を描く珠玉の文芸エロス。 

 

【ストーリー】 

彼が私の小さな世界を壊して、私をオトナにするの。 

メイス15歳、海辺にほど近い、けれど何もない街に暮らす少女。 

親友のスーとはいつも、まだ見ぬ恋人について、彼との初めての

セックスについて、あれやこれやとおしゃべりしている。メイスは 

いつも、自分の家に突っ込んできた車が壁を壊してくれる日を夢想

する。車に乗っているのは彼女の恋人となるべき青年。彼はメイス

の家と彼女の小さな世界を壊し、広い宇宙へと連れ去ってくれる。

そしてメイスは彼に初めてを捧げるのだ。想像力ばかりが飛躍  

する退屈な日々｡しかし遂にある日、メイスの家に車が突っ込んで

きて・・・ 

 

 

 

 

シネマ 

シネマ 
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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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メンズキッチン」総集編 
日本/2015 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 2/2(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％な料理 

トークバラエティ。今回は、スペインロケの番外編と、これまでを振り返った

総集編をお届け！ 

 

 

 

「メンズキッチン クイックレシピ SP」 
日本/2015 年/30 分/HD 作品 

放送日時： 2/16（火）15：00～ほか 

出演： 城田優、寺田真二郎 

 

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％な料理トークバラエティ「メンズキッチン」。  

チャンネル公式 Youtube で配信中のクイックレシピ集を特別編集！ あっという間に作れてとっても美味しいレシ

ピの数々を一挙に放送！ 

 

 

「終電ごはん」 
日本/2013 年/全 4 話/60 分/ HD 作品/CS 初放送 

放送日時： 2/1（月）スタート 1（月）-4（木）23：00～  

出演：若林正恭、酒井若菜、佐藤仁美 

写真クレジット：©テレビ東京 

 

オードリーの若林正恭、酒井若菜、佐藤仁美共演！ 

郊外に暮らす共働き夫婦、マサヤスとワカナ、そこに転がり込む姉のほっこ

りとした日常を舞台に、簡単お手軽夜食「終電ごはん」を紹介する、ちょっぴ

り異色な料理番組×ホームコメディ。プルコギ風焼き肉、大人のナポリタン、

カレーうどんなど・・・ドラマに出てくるレシピはすべて使えるお手軽レシピ！  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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あなたの暮らしをときめかせる番組を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 

ドラマ 

ライフスタイル 

ライフスタイル 

http://www.facebook.com/lalatv.jp
https://twitter.com/#!/LaLa_TV
http://www.youtube.com/LaLaTVofficial
http://www.lala.tv/

