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Program Line-up 

 

2016 年 3 月 23 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 5月のおすすめ番組 
 

      シェイクスピア没後400周年記念放送 

「ヘンリー六世」 
 
世界の蜷川幸雄演出、上川隆也、大竹しのぶ出演の
シェイクスピアシリーズ舞台を放送！ 

 
 
 

「ジキルとハイドに 
恋した私」 

 
ヒ ョ ン ビ ン が 除 隊 後 初 ド ラ マ で ラ ブ コ メ ・ ク イ ー ン    
ハン・ジミンと共演！ 1人なのに2人！？ 冷たくて優し
い彼とのトライアングル・ラブコメディ！ 
 

 
 

「王の顔」 
 
真の王の“顔”とは―。 
「主君の太陽」『君に泳げ！』のソ・イングク主演、   
光海君（クァンヘグン）の波乱万丈な人生を描いた歴史
大作。光海君が王座に就くまでの逆境を耐え抜く姿を
描いた成功ストーリーと、カヒとの美しくも悲劇的な愛の
物語。 
 
 

 
シネマelle 今注目したい！塩顔男子特集 

「レイトオータム」 
 
「ジキルとハイドに恋した私」のヒョンビンと、注目女優の
タン・ウェイ（『ラスト・コーション』）の豪華共演！ 
ヒョンビンの大人の魅力が詰まった極上ラブストーリー！ 
 
 
 

©2011 HORIPRO INC. 

©2009 BoramEntertainment Inc. All Right Reserved 

Licensed by KBS Media Ltd. © 2014 The King’s 
Face SPC. All rights reserved 

©SBS, ©HE&M 



 

 

 2 

Program Line-up 

シェイクスピア没後 400 周年記念放送！ 
蜷川幸雄演出×シェイクスピア原作の舞台作品 

 

「ヘンリー六世」 
日本/2010 年/7 時間/HD 作品/日本初放送 

放送日時：5/14（土）23：00～ 

出演：  上川隆也（ヘンリー六世）、大竹しのぶ（ジャンヌ・ダルク/マーガレット）、高岡蒼甫（リチャード）、 

 池内博之（サフォーク伯爵/ジョージ）、長谷川博己（シャルル/エドワード）、 

 草刈民代（オーヴェルニュ伯爵夫人/グレイ夫人エリザベス）、吉田鋼太郎（ヨーク/リヴァース）、 

 瑳川哲朗（グロスター公爵/肉屋のディック/息子を殺した父親） 他 

演出： 蜷川幸雄 

作： ウィリアム・シェイクスピア  

写真クレジット： ©2011 HORIPRO INC. 

 

世界の蜷川幸雄演出、上川隆也、大竹しのぶ出演のシェイクスピアシリー

ズ舞台を放送！ 

【ストーリー】 イングランド王ヘンリー五世の死により、その息子ヘンリー  

六世が王位を継承するが、若い王は政治情勢を統治できず、身内の摂政グ

ロスターと司教ウィンチェスターは反発しあっている。フランスではジャンヌ・

ダルクが皇太子シャルルと共に軍を率い、イングランド軍と激しく攻防する。

イングランド国内では、ランカスター家とヨーク家それぞれを支持する貴族 

たちが対立し、一触即発の状況が続いていた。イングランドとフランスの間に和平が締結し、ジャンヌは処刑され

る。ヘンリーはサフォーク伯の策略によりアンジュー公の娘マーガレットと結婚する。ヘンリーの忠臣グロスター

公の妻エリナーが反逆の罪で処せられ、その後グロスター公も王妃マーガレットの愛人となったサフォークの  

謀略により処刑される。ヘンリーはサフォークを下手人と見極め追放を宣告する。王妃は愛するサフォークとの

別れに悲嘆に暮れる。密かに王位奪還の準備を進めていたヨーク公が出兵し、薔薇戦争が勃発する。戦いは 

ヨーク家が優勢となり、ヘンリーはヨーク公に王位の譲渡を約束するが、マーガレットは大軍を率いてヨーク公を

刺殺する。両家激戦の末ヨーク軍が勝利し、ヨーク公の長男エドワードが新王として即位する。マーガレットたち

はフランスに逃走し王ルイに助けを求めるが、エドワード軍の追撃によりマーガレットは捕らえられ、息子の皇太

子は殺害される。ロンドン塔に幽閉中のヘンリーもエドワードの弟リチャードに刺殺され、薔薇戦争は終結を迎え

る。しかし、野心家のリチャードはすでに次の王位を目論んでいた…。 

 

「ジキルとハイドに恋した私」 
韓国/2015 年/全 20 話/75 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：5/16（月）スタート 毎週（月）（火）21：30～ 他 
出演： ヒョンビン/ク・ソジン＆ロビン役：（「シークレット・ガーデン」『王の涙 イ・サンの決断』）、 
 ハン・ジミン/チャン・ハナ役：（「屋根部屋のプリンス」「イ・サン」）、ソンジュン/ユン・テジュ役：（「抱きしめ

たい〜ロマンスが必要〜」「九家（クガ）の書～千年に一度の恋～」）、ヘリ（Girl’s Day）/ミン・ウジョン役：
（「おいしい人生」「応答せよ 1988（原題）」ほか 

写真クレジット：©SBS, ©HE&M 

 

ヒョンビンが除隊後初ドラマでラブコメ・クイーン、ハン・ジミンと共演！ 

1人なのに2人！？ 冷たくて優しい彼とのトライアングル・ラブコメディ！  

【ストーリー】 韓国最大のテーマパーク・ワンダーランドの常務ク・ソジンは、 

いつも冷静沈着。それは極度の興奮状態になると現れるもうひとつの人格を

抑えるためだ。ある日、主治医のカン博士から治療法を見つけたという連絡

を受けるが、面会直前に博士が失踪してしまう。一方、ワンダーランド専属    

サーカス団の団長チャン・ハナは、突然の契約解除に抗議しようとソジンを  

追いかける途中、何者かに襲われ、ソジンと瓜二つの男に救われる。双子

の兄と名乗る優しい彼こそが、ソジンの別人格ロビンだった！ ハナとロビン

は互いに惹かれていくが、ソジンもまたハナのことが気になり始め…！？ 
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「王の顔」 
韓国/2014-2015 年/全 23 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：5/5（木祝）スタート 毎週（月）-（金）8：30～  
出演：ソ・イングク/光海君役（『君に泳げ！』「主君の太陽」）、イ・ソンジェ/宣祖役（「「九家（クガ）の書～千年に

一度の恋～」「妻の資格」）、チョ・ユニ/キム・カヒ役（「ナイン～9 回の時間旅行～」）、 
 シン・ソンロク/キム・ドチ役、キム・ギュリ/キム貴人役 ほか 
写真クレジット：Licensed by KBS Media Ltd. © 2014 The King’s Face SPC. All rights reserved 

 

真の王の“顔”とは―。 

「主君の太陽」『君に泳げ！』のソ・イングク主演、光海君（クァンヘグン）の波乱万丈な人生を描いた歴史大作。

光海君が王座に就くまでの逆境を耐え抜く姿を描いた成功ストーリーと、カヒとの美しくも悲劇的な愛の物語。 

【ストーリー】 1589年。政権闘争が激化し、外敵の侵入が頻発する16世紀末

の朝鮮王朝。即位前、観相師から王になってはならない顔だと予言された  

過去を持つ14代王・宣祖（ソンジョ）は、自分の凶相を補う相の女人を探させ

る一方、王の相を持って生まれた息子・光海君を嫉妬心から冷遇し、鍼で 

その相を変えようとしていた。聡明な光海君はその仕打ちに気付いていたが、

父を思う心から気付かぬふりをしていた。そんなある日、王宮の書庫に盗賊

が侵入する。捕らえた盗賊が口にしたのは、ごく限られた人間しか知らない

はずの王家に伝わる観相書、今の王が王の顔ではないと証明するという 

「龍顔秘書（ヨンアンビソ）」の名前だった―。 

 

「シークレット・ガーデン」 
韓国/2010-2011 年/全 20 話/75or90 分/ノーカット字幕版/HD 作品 
放送日時：5/7（土）スタート 毎週（土）13：30～ 一挙放送 
出演： ヒョンビン/キム・ジュウォン役（「ジキルとハイドに恋した私」『レイトオータム』）、ハ・ジウォン/キル・ライム

役（「奇皇后」）、ユン・サンヒョン/オスカー役（「君の声が聞こえる」）、キム・サラン/ユン・スル役（「愛する
ウンドン」）、イ・フィリップ/イム・ジョンス役（「シンイ－信義－」）、イ・ジョンソク/サン役（「君の声が聞こえ
る」）、ユ・インナ/イム・アヨン役（「星から来たあなた」）ほか 

写真クレジット：©SBS 

 
「ジキルとハイドに恋した私」放送記念！ヒョンビン主演の人気ドラマを一挙

放送！ 大手デパートの御曹司と、スタントマンの女性が出会い、ひょんな

ことから2人の魂が入れ替わってしまう、ファンタジックなラブストーリー！ 

【ストーリー】 若くしてロエルデパートのCEOを務めるキム・ジュウォンは、

母方の一族が大財閥という、いわゆる御曹司。ハンサムで、アメリカの  

一流大学を卒業し、広大な邸宅に住んでいるセレブである。従業員たちか

らはしばしば白い目でみられているが、経営判断は鋭敏。一見したところ、 

付け入る隙は全くない。隙があるとすれば、日本、中国などアジア圏を席巻する韓流トップスターである     

従兄のオスカーに対する異常なまでのライバル心。ある日、ジュウォンは、オスカーに自分のデパートのイメージ

キャラクター契約を結ばせるために、その交換条件として彼がトラブルを抱えている女優と交渉すべく撮影現場

を訪れるが、スタントの女性をその女優だと勘違いしてしまう。間違えられたスタントウーマンのキル・ライムは 

オスカーのファンで、たまたま撮影で一度共演したことがあったため、勘違いに気付かないジュウォンはライムと

オスカーの仲を誤解する。ライムに対して失礼な発言を連発し、2人の出会いは最悪に近い形で始まる。しかし、

ジュウォンはなぜかライムのことが片時も頭から離れず、いつしか彼女の姿を追うようになっていくのだった。  

ジュウォンは、学歴、家柄ともに申し分なく、何不自由ない生活をしながら“暇つぶし”でCF監督をしているスルと

見合いする。彼女にとって芸能界で華やかな交流を持つことは、かつて愛し合ったが、深く傷付けられた元恋人

オスカーへのあてつけであった。ある日、「ロエルデパート主催・オスカーと行く済州島ツアー＆MV撮影見学」で、

ジュウォンとオスカーとライム、そしてスルは済州で鉢合わせする。オスカーとジュウォンが意地の張り合いから

始めたマウンテンバイクの競争に割り込んで参加したライムは、途中で道に迷ってしまう。ライムの身を案じて 

捜しに来たジュウォンとライムは、怪しげな食堂にたどり着く。そこで休憩した2人は、女店主から自家製の酒を 

もらってホテルに帰る。その夜、それぞれに貰った酒を飲んで寝るが、翌朝、彼らは驚愕の事態に直面すること

に。“俺がアイツ”、“アイツが私”になっていたのだ…！ 
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「なぜ東堂院聖也 16 歳は彼女が出来ないのか？」 
日本/2014 年/全 9 話/30 分/HD 作品 
放送日時：5/2（月）スタート 毎週（月）23：30～ほか 
出演：  小林豊（BOYS AND MEN）、岡本あずさ、近野成美、板尾創路、加藤和樹ほか 
写真クレジット：©メ～テレ／MMJ「なぜ東堂院聖也 16 歳は彼女が出来ないのか？」製作委員会 ©内野秋也・茂木完田／講談社  

 
BOYS AND MENの小林豊主演でおくる、煩悩満載の激熱ラブコメディー！ 
【ストーリー】 「なぜ俺には彼女ができないのか？」超イケメン！ 成績は常に
学年トップ！ 大金持ちの息子で、抜群の運動神経の持ち主！ 誰が見ても  
何もかもを“持っている男”東堂院聖也。ところが、彼にはひとつだけ、どんなに
頑張っても手に入らないものが…。それはキラキラした青春時代を送るのに  
欠かせないもの。そう、彼には彼女がいないのです。究極の残念なイケメン、 
東堂院聖也16歳が「彼女いない歴＝年齢」からの脱却を図り、手強い女性たち
を相手に妄想と迷走を繰り返す、煩悩満載の激熱ラブコメディー！ 
 

「シンデレラの涙」 
韓国/2014 年/全 50 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：5/12（木）スタート 毎週（月）-（金）20：00～ほか 
出演： ホン・アルム/ユン・チャヨン役(「夢みるサムセン」「武神」）、パク・チヨン/ユ・ソンギョン役(「ロマンスタウ

ン」）、ソ・ジュニョン/イ・ギヒョン役（｢根の深い木‐世宗大王の誓い‐｣）、ユンソ/チン・ジェイン役（「私はチ
ャン･ボリ！」）、イン・ギョジン/チン・ヒョンウン役（「ホジュン～伝説の心医～」）ほか 

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

 
新たな復讐劇の幕開け！韓国中を震撼させた母と娘の壮絶なバトル！ 
【ストーリー】 養護施設で兄妹のように育ったチャヨンとソンタン。しかし施設で起きた
火事が原因で、チャヨンは祖母の元へ、ソンタンは裕福な家の養子として引き取られ、
互いに会うこともないまま月日は経っていく。高校生になり成績優秀なチャヨンは、 
自分で作ったテストの予想問題を同級生に売っては、陰ながら家計を助けていた。 
ところが、シンデレラデパートの経営者一族の娘で、チャヨンのことが気に入らないジェインは、同級生を買収し
予想問題の件を学校に告げ口、2人は大げんかになってしまう。学校に呼び出されたジェインの母ソンギョンは 
一方的にチャヨンを責め、小切手を渡して解決しようとするが、チャヨンはそれを突き返す。一方、交通事故で亡く
なった息子に生き写しのソンタンを引き取ったヘジョンは、ソンタンが頭を打って記憶を無くしたのを幸いとばかり
に、真実を告げず、実の息子ギヒョンとして育てていた。そんなある日、チャヨンの祖母が急逝する。唯一の肉親
を失ったことで悲しみにうちひしがれるチャヨンは、祖母が残したボイスレコーダーから、ソンギョンが自分の実の
母親であることを知ってしまう。 
 

「欲望の炎」 
韓国/2010-2011 年/全 50 話/75or90 分/ノーカット字幕版/HD 作品 
放送日時： 5/2（月）スタート 毎週（月）（火）16：30～2 話連続/ 
 5/8（日）スタート 毎週（日）13：30～4 話連続放送 
出演：  シン・ウンギョン（「家族の秘密」）、ユ・スンホ（「会いたい」「リメンバー」）、ソウ（「瑠璃（ガラス）の仮面」）

イ・スンジェ（「花よりおじいさん３ ギリシャ編」） 
写真クレジット：© MBC 2010 All Rights Reserved 

 
ユ・スンホ、ソウほか注目若手俳優が出演！ 愛と欲望渦巻くドロドロの愛憎劇！ 財閥一家の後継者を巡る、  
兄弟の対立と陰謀、愛憎で汚された夫婦の三角関係、子供たちの汚れのない愛の物語が、次々と露わになる 
秘密とともにスリリングに展開していく― 愛とは何か、欲望とは何かを考えさせる名作ドラマがここに誕生！ 
【ストーリー】 正反対の性格のジョンスクとナヨン姉妹。妹のためなら自分を犠牲にする
心優しい姉ジョンスクと自分の欲望を満たすためなら家族さえも裏切る妹ナヨン。玉の
輿に乗って惨めな現実から脱出したいナヨンは手段や方法を選ばない。その結果、  
大企業の御曹司ヨンミンと結婚することができた。しかし、富と権力に貪欲なナヨンに  
ヨンミンは冷めた視線を送るだけ。ナヨンは最愛の息子ミンジェを大西洋グループの  
正式な後継者にさせようとするが、ミンジェは人気女優インギに心奪われていた。スキャ
ンダラスな女優と息子の恋は、ナヨンには決して認めることができないものだった・・・。 
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上川隆也ほか人気俳優が出演！ 
演劇集団キャラメルボックスの舞台作品を、2 ヶ月連続放送！ 

  

「サンタクロースが歌ってくれた」 
日本/2010 年/150 分/ 

放送日時：5/21（土）23：00～ 

出演：  西川浩幸、上川隆也、近江谷太朗他 

写真クレジット： photo: 伊東和則 

 

演劇集団キャラメルボックス25周年記念として再演され、西川浩幸、上川隆也、近江谷太朗のゴールデントリオ

が再結集したキャラメルボックスの代表的作品。 

【ストーリー】 クリスマスイブの東京。彼氏のいない「ゆきみ」は、  

池袋の映画館で友人の「すずこ」と待ち合わせ。しかし、「すずこ」が

約束の時間に来なかったため、1人で中へ。映画のタイトルは『ハイ

カラ探偵物語』。大正5年、芥川龍之介と平井太郎（後の江戸川乱歩）

が怪盗黒蜥蜴と戦う話だった。ところが、芥川が黒蜥蜴を追い詰め

た場面で、黒蜥蜴が消失！ どうやら、映画の外に逃げたらしい。  

芥川と太郎、そして警視庁の菊池警部は、黒蜥蜴を追って、映画の

外に飛び出す。そして、「ゆきみ」に現代の東京の案内を頼む。一方、

「すずこ」が遅刻して映画館に辿り着くと、中からメイド服の女が飛び

出してきた。彼女は、映画の中から逃げてきたと言う…。 

 

 

「TRUTH」 
日本/2005 年/135 分 

放送日時：5/28（土）23：00～ 

出演： 岡田達也、上川隆也、大内厚雄 他 

写真クレジット：photo: 伊東和則 

 

上川隆也出演！幕末を舞台に、男たちの友情を描いた群像劇！  

【ストーリー】 時は幕末。若き上田藩士たちが変わりゆく日本の行

く末について熱く語り合っている。そんな中、長州征伐から無事に

弦次郎が戻ってくる。仲間の中で一番信頼されている弦次郎の帰

還を仲間達は手放しで喜ぶ。そんな時、隼助が持ってきた鉄砲が

暴発し、弦次郎は聴覚を失ってしまう。聴覚を失った弦次郎は想い

を寄せていた初音への想いを断ちきり、同じく初音に恋心を抱いて

いた無二の親友である英之助に彼女を譲ろうと考えるのだった。 

徳川慶喜が朝廷に恭順の意を表した頃、幕府寄りの上田藩内部は揺れていた。横溝が新政府につくべきだという

林を切腹に追い込んだのだ。この事件を知り怒りをあらわにする若き藩士たち。横溝を斬る、藩士たちの意見が 

一致するが、鏡吾は密かにある夜、弦次郎を呼び出しその晩のうちに横溝を切ろうと持ち掛ける。横溝の斬り役を

買って出た弦次郎に偵察に出掛けた鏡吾が合図を送る。その合図を見て頭巾をかぶった浪士を切り捨てた弦次

郎は驚愕する…。弦次郎の切り捨てた相手は、横溝ではなく親友の英之助だった…。混乱する弦次郎に斬りかか

ってきたのは仲間だと信じていた鏡吾だった。その日から弦次郎はかつての仲間から裏切り者として追われる身

に…。 

 

6月放送予定・キャラメルボックス舞台作品 

・「ミスター・ムーンライト」 

・「太陽まであと一歩」 
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5 月のシネマ elle は “今注目したい！塩顔男子特集！” 

  

『ハナ 奇跡の 46 日間』 
韓国/2012 年/127 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 
放送日時：5/6（金）スタート 23：00～ほか 
出演： ハ・ジウォン/ヒョン・ジョンファ役（「チェオクの剣」「シークレット・ガーデン」）、ペ・ドゥナ/リ・プニ役（『リン

ダ・リンダ・リンダ』『クラウド・アトラス』）、ハン・イェリ、チェ・ユニョン、イ・ジョンソク、パク・チョルミン、 
 キム・ウンスほか 
写真クレジット：©2012 CJ E&M CORPORATION,ALL RIGHT RESERVED 

 
今最も旬な塩顔男子イ・ジョンソク出演！ ハ・ジウォン、ペ・ドゥナW主演、韓国・北朝鮮の南北統一卓球チーム
結成の実話をベースとした号泣必至の感動ストーリー！ 
【ストーリー】 かつて韓国で空前の卓球ブームを巻き起こしたスター選手ヒョン・
ジョンファ。しかし中国の壁にぶつかり、惜しくも銀メダル止まりに終わっていた 
彼女に、千葉で行われる世界卓球選手権大会を控え、南北統一チームが結成さ
れるという知らせが舞い込む。周囲の猛反対にもかかわらず、彼女は初の南北
統一チームへの参加を決意する。南北の選手たちは練習方法、ライフスタイル、
価値観まであまりにも違い、事ある毎にぶつかり、チームを代表する実力者ジョン
ファと北のリ・プニの神経戦も日増しに深刻になるのだが・・・。 
 

『君に泳げ！』 
韓国/2013 年/118 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 
放送日時：5/13（金） 23：00～ほか 
出演： イ･ジョンソク/ウサン役（「君の声が聞こえる」）、ソ･イングク/ウォニル役（「王の顔」）、 
 クォン・ユリ（少女時代）、パク･チョルミンほか 
写真クレジット：©<NO BREATHING> SPC All Rights Reserved. 

 

イ・ジョンソク、ソ・イングクW主演！ 恋もレースも負けられない！ 
青春トライアングル・ラブストーリー！ 
【ストーリー】  “水泳界のプリンス”として注目を浴びながらも、思いがけない  
事件でオリンピック代表候補から外されたウサン。天才スイマーとして将来を期待
されながらも、父の死をきっかけに競泳界から姿を消したウォニル。幼い頃ライバ
ルだった2人は、廃部寸前の高校の水泳部で奇しくも再会した。そこに歌手   
デビューを夢見る初恋の相手ジョンウンも現れ、恋と水泳を賭けた真っ向対決が
始まった！ 3人の恋の行方は…！？ 
 

『レイトオータム』 
韓国・香港・アメリカ/2011 年/113 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 
放送日時：5/20（金）23：00～ 
出演：  ヒョンビン/フン役(「ジキルとハイドに恋した私」「シークレット・ガーデン」)、タン・ウェイ/アンナ役(『ラスト・

コーション』)、キム・ジュンソン (『肩ごしの恋人』)、マ・ヨンほか 
写真クレジット：©2009 BoramEntertainment Inc. All Right Reserved 

 
「ジキルとハイドに恋した私」のヒョンビンと、注目女優のタン・ウェイ（『ラスト・コー
ション』）の豪華共演！ ヒョンビンの大人の魅力が詰まった極上ラブストーリー。 
【ストーリー】 DVの夫を誤って死なせてしまったアンナが刑務所に収監されて7年。
模範囚として過ごしてきた彼女に、母親の訃報を受けて3日間の外出が許可され
る。ただし期間は72時間だけ、しかもその間は、肌身離さず携帯電話を所持する
ことが義務付けられていた。葬儀に向かうために、シアトル行きバスの座席につく
と、誰かに追われている様子の男フンが慌てて乗り込んでくる。持ち合わせのな
いフンは、乗客に同じアジア系のアンナを見付けると、バス運賃を貸して欲しいと
図々しく頼み込む。仕方なく運賃を貸したアンナに、彼は金を返すまで持っていて
欲しいと自分の腕時計を差し出す。寂しい女性たちに“エスコート・サービス”を  
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行なっているフンは、ひたすらよく喋る韓国人男性だった。長い刑務所生活ですっかり異性との会話が億劫に
なったアンナは、彼のそんな態度に戸惑い、無視したまま別れる。バスを降りると、束の間の外出を満喫するア
ンナ。久しぶりにメイクアップを施し、ショッピングを楽しんでいたものの、暫くすると残酷な現実を思い知らされ
る。そんな時偶然、街角でフンと再会。思わず彼に“私を抱きたい?”と言葉をかけてしまう…。 
 

「俳優は俳優だ」 
韓国/2013 年/98 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 
放送日時：5/27（金）23：00～ 
出演：イ・ジュン/オ・ヨン役（「風の便りに聞きましたけど！？」）、ヤン・ドングンほか 
写真クレジット：©2013 Next Entertainment World Inc. & Luz Y Sonidos Co,Ltd. All Rights Reserved. 

 
K-POPアイドル、MBLAQの元メンバーで俳優として活躍するイジュン（「風の便りに聞きましたけど！？」）の映画
初主演作！ どん底から一躍トップスターに上りつめた俳優の成功と挫折、激しい欲望を赤裸々に描くリアル・  
サスペンス！  
【ストーリー】 オ・ヨンは一流映画スターを夢見る無名の俳優。ある日、とある映画
への出演をキッカケに一夜にして脚光を浴びることになる。これまで無縁だった  
名声と権力、快感を得たヨンであったが、そこに潜む闇に否応なく引きずり込まれ
ていく。無名時代に味わった苦労など忘れ、傲慢な態度を取るヨン。有名人となっ
た彼は華やかな世界で好き勝手に振る舞い、ついには手荒な手段もいとわない 
芸能関係者ともかかわってしまう。しかし演技や人間関係への誠実さを失った彼の
評判は急落。そこで初めて、ヨンは自分の危機的状況に気づき始め…。 
 

アジア No.1 音楽授賞式 MAMA を 3 ヶ月に渡って連続放送！ 

 

「2013 Mnet Asian Music Awards」 
韓国/2013 年/210 分/字幕/HD 作品 

放送日時：5/7（土）23：00～ 

出演： EXO、BIGBANG、SISTAR、INFINITE、Aｐnk、2NE1、TROUBLE MAKER、CRAYON POP、YLVIS、 

 ICONA POP、ソヒョン&ヒョヨン（少女時代）、パリス・ヒルトン、アーロン・クォック、イ・ヒョリ、Ailee、 

 イ・スンギ、紫雨林、RAIN（ピ）、ペチギ、Dynamic Duo、イ・ハヌル、コ・ス、イ・ドンウク、イ・ジョンヒョン、

 イ・スンチョル、キム・ジョングク、ソン・ジヒョ、チャン・ヒョク、パク・ジェジョン、ソン・ユリ、チャ・イェリョン、 

 ハン・チェヨン、ソンジュン、キム・ソヨン、Ara、ジョンウ、ホン・ジョンヒョン、イ・スヒョク、コ・ジュニ、 

 ハン・ジヘ、ヤン・チョンファ、イ・ボヨン 

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

 
人気アーティストや俳優など、毎年超豪華な顔ぶれが勢揃いし、その年に活躍したK-POPアーティストに華々し
い賞が与えられる授賞式。この日のためだけに用意された人気スターたちのスペシャルパなフォーマンスや  
コラボレーションは必見！ 2013年はBIGBANGのメンバーそれぞれの個性あふれるソロステージや、ヘルメット
をかぶってジャンプする独特のパフォーマンスで一大ブームとなったCRAYON POPとYouTubeで世界的に注目 
されたノルウェーの兄弟ユニットYLVISのコラボレーションなど、MAMAでしか見ることができない貴重なパフォー
マンスが盛りだくさん！ 2013年に爆発的な人気を得たS.M.ENTERTAINMENTの大型新人EXOは、大ヒットした
「Growl」と「Wolf」をスペシャルバージョンで披露。広いステージで繰り広げられるダイナミックかつ一糸乱れぬ 
均整のとれたグループパフォーマンスは見る者を圧巻！  
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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！ 

 

 

 

 

 

 

「１泊２日」 
韓国/2007 年/60or75 分/字幕版/HD 作品 
放送日時：5/7（土）スタート 毎週（土）10：30～/再 21：30～ 
出演： カン・ホドン、イ・スンギ、イ・スグン、ウン・ジウォン、キム C、キム・ジョンミン、チ・サンリョル、 
 ノ・ホンチョルほか 
演出：キム・ヨンシク／ナ・ヨンソク 
写真クレジット：©KBS Media All Rights Reserved. 

 
 
「花より」シリーズや「三食ごはん」でおなじみのヒットメーカー、ナ・ヨンソ
クがプロデュース、人気俳優イ・スンギ出演、韓国で知らない人はいない
ほどの大ヒットを博した人気番組！ 男同士、1泊2日で韓国の津々浦々
を旅し、秘境を紹介するガチンコ勝負あり、爆笑必至のリアル・バラエティ。
人気番組「ハッピーサンデー」のコーナー番組である本作は、韓国で2007
年から現在も放送されている超人気番組。韓国相撲の 元横綱で大人気
コメディアン、カン・ホドンが男たちを引き連れて、韓国各地へ1泊2日の 
旅に出かける。極寒酷暑に関係なく、野宿は当たり前？ ゲーム次第で
吉と出るか凶と出るか、先行き不明のガチンコ勝負が満載。笑いとともに
韓国の秘境をめいっぱい堪能できるスペシャル旅番組！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

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

