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2016年 1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  

2016年 3月のおすすめ番組 
 

 
「君の声が聞こえる」 
 
イ・ボヨン、イ・ジョンソク、ユン・サンヒョン豪華競演！ 
法廷サスペンス、ファンタジー、ラブロマンスとさまざま

な要素が詰まった大ヒット新感覚ドラマ！ 
 
 
 

「花よりおじいさん３  
ギリシャ編」 
 
イ・ソジンが荷物持ちとして活躍する大人気ドタバタ  
旅バラエティ、第3弾はギリシャ編！ チェ・ジウも加わり
さらにパワーアップ！ 

 

  

 

「バラ色の恋人たち」 
 
イ・ジャンウが“シングルパパ”に！？ SECRETのソナ
が待望のドラマ初主演！  泣いて、笑って、もう一度  
恋がしたくなる、前向きハートフル・ラブコメディ！ 
 
 

「歌舞伎界の王子
プリンス

  

中村隼人登場！～メンズ
キッチン新MCへの道～」 
 
自由度100％な料理トークバラエティ「メンズキッチン」
が4月にリニューアル！ それに先駆け、新MCに抜擢 
された歌舞伎界の王子（プリンス）こと中村隼人の、 
自身初となるTV番組レギュラー出演への意気込みを
追ったメイキング番組を放送！ 

© SBS 

©CJ E&M Corporation, all rights reserved 

©2014-5 MBC  
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Program Line-up 

 

「君の声が聞こえる」 
韓国/2013年/全 18話/90分/ノーカット字幕版/HD作品/CSベーシック初放送 

放送日時： 3/14（月）スタート 毎週（月）（火）21：30～ほか 

出演：イ・ボヨン/チャン・ヘソン役（「いとしのソヨン」）、イ・ジョンソク/パク・スハ役（「ピノキオ」）、 

 ユン・サンヒョン/チャ・グァヌ役（「シークレット・ガーデン」「お嬢さまをお願い！」）、 

 イ･ダヒ、チョン･ウンイン 

写真クレジット：©SBS  

 

イ・ボヨン、イ・ジョンソク、ユン・サンヒョン豪華競演！ 法廷サスペンス、ファ

ンタジー、ラブロマンスとさまざまな要素が詰まった大ヒット新感覚ドラマ！ 

【ストーリー】 

人の心を読む特殊な能力を持つ青年パク･スハ。10年前に交通事故を装っ

た事件で父親が殺害される。その事件を目撃し、犯人有罪のための決定的

な証言を提供したチャン･ヘソンは国選弁護士になっていた。彼女を慕うスハ

はヘソンが様々な事件の弁護をするのを手助けする。同僚のチャ･グァヌも

ヘソンに恋心を抱いており、3人の関係は微妙・・・。一方、スハの父を殺害 

したミン･ジュングクが出所し、スハ、ヘソンの前に現れる・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「花よりおじいさん３ ギリシャ編」 
韓国/2015年/全 7話/105分/字幕/HD作品 

放送日時： 3/12（土）スタート 毎週土 10：30～、再：21：30～ 

出演： イ・スンジェ、シン・グ、パク・グンヒョン、ペク・イルソプ、イ・ソジン、チェ・ジウ 

プロデューサー：ナ・ヨンソク（「三食ごはん」「花より青春」） 

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

 

イ・ソジンが荷物持ちとして活躍する大人気ドタバタ旅バラエティ、     

第3弾はギリシャ編！ チェ・ジウも加わりさらにパワーアップ！ 

 

日本でも人気の韓国ドラマに多数出演する大御所俳優、イ・スンジェ、  

シン・グ、パク・グンヒョン、ペク・イルソプの4人のドタバタ旅バラエティ！   

これまでフランス、台湾、スペインを旅してきた平均年齢78歳のおじいさん

たちが今回目指す地はバルカン半島最南端に位置するギリシャ！    

パルテノン神殿を始め数多くの世界遺産を有する国、エーゲ海の島々は 

ヨーロッパ有数のリゾート地としてバカンスや新婚旅行などにも人気の   

エリア。おじいさんたちのお世話役は前シリーズに引き続き俳優の    

イ・ソジン！冷静な判断と適格なリードでおじいさんたちの旅行を安全に 

案内する。そして男性ばかりの旅行に華を添えてくれる女性メンバーとして

女優チェ・ジウが合流！ 経由地となるドバイのホテルの予約を任された 

チェ・ジウ。責任重大なミッションをクリアして、ドバイでの3泊4日を無事に

過ごすことができるのか！？ 何が起きるか全く予想のできないおじいさん

たちのギリシャ旅行記！ 
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Program Line-up 

「バラ色の恋人たち」 
韓国/2014年/全 52話/90分/字幕/HD作品/CSベーシック初放送 

放送日時： 3/1（火）スタート 毎週（月）-（金）20：00～ 

出演：イ･ジャンウ/チャドル役（「キレイな男」）、ハン･ソナ（Secret）/ジャンミ役、（「花を咲かせろ！イ・テベク」） 

 イ･ミスク（「ラブレイン」）、キム・ミンソ（「太陽を抱く月」）ほか 

写真クレジット： ©2014-5 MBC 

 

イ・ジャンウが“シングルパパ”に！？ Secretのソナが待望のドラマ初主演！  

泣いて、笑って、もう一度恋がしたくなる、前向きハートフル・ラブコメディ！     

恋と人生に悩むヒロインたちのリアルなストーリーに一喜一憂し、応援せずには

いられない！ さらに、三角関係、家族愛、出生の秘密、不倫、復讐劇など、  

韓国マクチャンドラマ的要素も盛りだくさんで、一度観始めたら止まらないこと 

間違いなし！ 

【ストーリー】 恋人チャドルと幸せいっぱいの大学生活を送っていたジャンミ。ところがある日、チャドルの子供を

妊娠していることが発覚！ 両親の反対を押し切って出産するが、重圧に耐え切れず、娘チョロンとチャドルを置

いてアメリカへ渡ってしまう。数年後、女優となって帰国したジャンミは、ドラマの撮影で幼い子役と共演すること

に。その子役こそが実の娘チョロンとは知らぬまま、2人は意気投合。一方、その事実を知ったチャドルは、   

チョロンをジャンミから引き離そうとするが、次第にジャンミへの想いに心が揺れ始め…！？ 

 

「歌舞伎界の王子
プリンス

 中村隼人登場！ 
～メンズキッチン新 MCへの道～」 

2016年/30分/HD作品 

放送日時： 3/1（火）15：00～ほか 

出演： 中村隼人、寺田真二郎 

写真クレジット： 追って配信します 

 

自由度100％な料理トークバラエティ「メンズキッチン」が4月にリニュー

アル！  それに先駆け、新MCに抜擢された歌舞伎界の王子こと    

中村隼人の、自身初となるTV番組レギュラー出演への意気込みを  

追ったメイキング番組を放送！  

※新MCに関する情報のBtoC解禁は2月中旬の予定です。 

解禁日は改めてニュースリリースにてお知らせいたします。 

 

「風中の縁（えにし）」 
中国/2014年/全 35話/60分/字幕/HD作品/CSベーシック初放送 

放送日時： 3/1（火）スタート 毎週（月）-（金）8：30～2話連続 

出演： リウ・シーシー/莘月役（「宮廷女官 若曦(ジャクギ）」『真夜中の 5 分前』）、エディ・ポン/衛無忌役（「ハチ

ミツとクローバー」『最後の晩餐』）、フー・ゴー/莫循役（「射鵰英雄伝〈新版〉」）、ハン・ドン（「宮廷女官  

若曦（ジャクギ）」 「月下の恋歌」）ほか 

写真クレジット： ©天津唐人影視有限公司（Chinese Entertainment Tianjin Ltd.）   

 

「宮廷女官 若曦(ジャクギ）」のリウ・シーシー主演、アジア中がその切ない愛に涙した新たなるラブ史劇の   

決定版！ 欲しいのはただひとつ、貴方との愛の縁― 砂漠で狼と共に成長した孤児だった女性と2人の男性、

美男美女の切ない三角関係を描く。 

【ストーリー】 砂漠で狼と共に成長した孤児だった莘月（しんげつ）。彼女は教育を 

授けてくれた養父を3年前に亡くした後、再び砂漠で狼と暮らす日々を送っていた。 

そんなある日、莘月は南朝の都・建安から来た2人の英雄─商家・石舫の主である

莫循（モーシュン）、昭陽公主の甥である武将・衛無忌（ウェイ・ウージー）とめぐり逢う。

そして彼女は運命に導かれるように建安に赴き、そこで女性の舞を披露する歌舞坊

の女将となり、偶然にも以前砂漠で会った2人の貴公子と再会することとなる。 

 
ドラマ 
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Program Line-up 

 

 

 

「風の便りに聞きましたけど！？」 
韓国/2015年/全 30話/75分/字幕/HD作品/CSベーシック初放送 

放送日時： 3/6（日）スタート 毎週（日）13：30～ 一挙放送 

出演：ユ・ジュンサン/ハン・ジョンホ役（「棚ぼたのあなた」、イ・ジュン/ハン・インサン役（『俳優は俳優だ』）、 

コ・アソン/ソ・ボム役（『グエムル -漢江の怪物-』）、ユ・ホジョン/チェ・ヨニ役（『サニー 永遠の仲間た

ち』）、チャン・ヒョンソン/ソ・ヒョンソク役（「秘密の扉」 ほか 

写真クレジット： ©SBS 

 

第51回百想芸術大賞TV部門最多ノミネート＆2冠達成！  

超セレブ一家VSビンボー女子高生！？ 金とプライドにまみれた 

韓国上流ファミリーのスキャンダラス格差ラブコメディ！ 

【ストーリー】 超セレブな法律家ジョンホとヨニ夫妻の下、貴族教育

を受けて育った息子インサン。親には従順な優等生だが、高校の 

合宿で出会ったビンボー女子高生ボムと恋に落ち、一線を超えて 

しまう。その後、インサンは連絡のとれなくなったボムのことが気に  

なりつつも名門大学に合格。だが、ようやく捜しあてたボムが妊娠 

している事実に呆然とする。すぐに彼は自分の両親にボムを紹介 

するが、その最中に陣痛が始まり、何と彼女はインサンの家で   

出産！ あたふたするインサンの両親は、釣り合いの取れない息子

の結婚に大反対。若い2人を待ち受ける運命とは…。 

 

 

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！ 

 

『妹の誘惑』 
イタリア/2011年/111分/字幕/HD作品/ R15+ 

放送日時：3/4（金）23：00～ほか 

出演： アンドレア・ボスカ、ミリアム・ジョヴァネッリ、アーシア・アルジェント、クラウディオ・サンタマリア  

写真クレジット： ©2011 Fandango srl 

 

突然現れた美しすぎる妹と、彼女に翻弄される兄。2人の奇妙な同居生活を 

美しいローマの風景と共に繊細なタッチで描く、珠玉のエロティック・ドラマ！ 

【ストーリー】 メテはローマに暮らす筆跡学の研究者。彼の家に突然腹違いの

妹ベリンダがやってくる。美しく成長した妹の姿に戸惑うメテ。そんな彼をよそ

に、まるで恋人のように人懐こくメテに甘えるベリンダ。しかし、奇妙なことに彼

女はメテの家に来てから一度も外に出ようとしない。メテは家に居づらくなり、

仕方なく毎晩夜の街へと繰り出してゆくが、頭のなかはベリンダのことばかり。

そうして次第に彼は冷静な判断力を失ってゆき・・・。 

 

 

『愛とセックスとセレブリティ』 
アメリカ/2009年/97分/字幕/HD作品 

放送日時：3/11（金）23：00～ 

出演： アシュトン・カッチャー/ニッキ役(『バタフライ・エフェクト』『守護神』)、アン・ヘッシュ/サマンサ役(『サイコ』

『6デイズ/7ナイツ』)、マルガリータ・レヴィエヴァ/ヘザー役(『アドベンチャーランドへようこそ』)  

写真クレジット：©2009 BARBARIAN FILM GROUP, LLC  

 

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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アシュトン・カッチャー主演！ 誰もが振り向くほどのルックスで女性たちをだまし続けてきた男が、真実の愛を  

求めて苦悩するエロティック・サスペンス。 

【ストーリー】 ロサンゼルスで自由気ままに暮らすニッキは、今日も女性を探しに 

クラブへ通う。彼のお目当ては若い女ではなく、性的な関係の対価としてしばらく 

養ってくれる「金持ちで、大人の女性」。サマンサの家に転がり込んだニッキは   

まんまとセレブ生活を始め、彼女の留守中に大々的なパーティーを開き見知らぬ

女性とのセックスに興じていた。そんなある日、ニッキはダイナーで出会ったヘザー

に一目ぼれしてしまう。自分の身分を明かせないニッキは、本当の気持ちと欲望の

間で揺れていたが、実はヘザーにもニッキに言えない秘密があった― 

 

『ダーク・ハーツ 紅く濡れた裸婦』 
アメリカ/2013年/98分/字幕/HD作品/R15+ 

放送日時：3/18（金）23：00～ 

出演： ソニア・キンスキー/フラン役、カイル・シュミット/コルソン役、ルーカス・ティル、ゴラン・ヴィシュニック  

写真クレジット：©2013 Dark Hearts, LLC. All Rights Reserved. 

 

永遠のミューズ、ナスターシャ・キンスキーの再来！愛娘ソニア・キンスキーが   

大胆に挑む禁断のサスペンス！ 

【ストーリー】 才能あふれる若き画家コルソン。スランプに陥っていた彼はある夜、

弟を伴って訪れたライブハウスで演奏する女性に一目ぼれし、声をかける。     

女も運命と感じたのか、2人はそのままお互いの身体を激しく求め合う。しかし、  

それが死を誘う危険なゲームの幕開けだということを、彼はまだ知らなかった…。 

 

『チェリーについて』 
アメリカ/2012年/102分/字幕/HD作品/ R15+ 

放送日時：3/25（金）23：00～ 

出演： アシュレイ・ヒンショウ/アンジェリーナ役、ジェームズ・フランコ、デヴ・パテル、ヘザー・グラハム  

写真クレジット： ©2012 THE STEPHEN ELLIOT PROJECT, LLC. 

 

ポルノ業界へと足を踏み入れてゆく無垢な少女の姿を描く珠玉のエロティック・    

ガールズムービー！  

【ストーリー】 18歳のアンジェリーナにヌードモデルのバイト話が舞い込んでくる。  

戸惑いつつも魅力的なギャラに惹かれ初めてカメラの前で生まれたままの姿を晒す 

アンジェリーナ。そうして手にした金を持って、彼女は家を飛び出し都会へと旅立つ。

初めて目にする都会の風景に心躍らせるアンジェリーナは金のためポルノの世界へと

足を踏み入れてゆくが、その内容は徐々に過激なものへとエスカレートしてゆき・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

シネマ 

シネマ 

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

