
 

 

 1 

Program Line-up 

 

 

2016 年 4 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 6月のおすすめ番組 
       

「華政（ファジョン）」 
 
韓流オールスターキャスト集結！ イ・ヨニ、チャ・スン 
ウォン、キム・ジェウォン、ソ・ガンジュン（5urprise)出演、
17世紀朝鮮王朝時代、知られざる実在の王女貞明 

（ジョンミョン）公主の波瀾万丈の生涯を描く、歴史エン
ターテインメント“ヒロイン”時代劇！ 
 
 

シェイクスピア没後400周年記念放送 
「じゃじゃ馬馴らし」 

 
シェイクスピア原作、世界の蜷川幸雄演出の舞台  
“オールメール・シリーズ”。市川亀治郎（現･猿之助）、
筧利夫、山本裕典ほか豪華出演！ 

 
 
 

「王子様をオトせ！」 
 
ドラマ「あさが来た」の五代友厚役でブレイクした    
ディーン・フジオカ出演！ ”ツンデレ王子””ひとつ屋根
の下”鉄板要素100％の王道ラブコメ！ 
 
 
 
 

 ラブコメ特集：愛すべきカップルたち 

『パリ、恋人たちの2日間』 
 
『ビフォア・サンセット』のジュリー・デルピー監督・脚本・
主演。恋するすべての人が一度は直面するであろう問
題を、コミカルに、共感度たっぷりに描き出す極上のロマ
ンティック・コメディ！ 
 
 
 

© 2015 MBC 

© Polaris Film Production & Finance , Tempête sous 
un crâne productions, 3L Filmproduktion Gmbh - 
2006  all rights reserved 

©2012HORIPRO INC. 

© SANLIH E-TELEVISION CO., LTD 
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「華政（ファジョン）」 
韓国/2015 年/全 65 話/60 分 or75 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： 先行放送 6/18（土）13：30～17：00（#1-4 連続放送）  
 レギュラー放送 6/25（土）スタート毎週（土）（日）9：30～/再 20：30～ 
出演：イ・ヨニ/貞明公主・ファイ役（「ファントム」「九家の書～千年に一度の恋～」）、チャ・スンウォン/光海君役

（「最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～」「三食ごはん」漁村編）、キム・ジェウォン/綾陽君・仁祖役（「スキャ
ンダル」「ファン・ジニ」）、ソ・ガンジュン（5urprise）/ホン・ジュウォン役、ハン・ジュワン/カン・イヌ役（「朝鮮
ガンマン」「王家の人々」）、大谷亮平、コンミョン（5urprise）、イ・テファン（5urprise）ほか 

写真クレジット：© 2015 MBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓流オールスターキャスト集結！イ・ヨニ、チャ・スンウォン、キム・ジェウォン、ソ・ガンジュン（5urprise)出演、  

17世紀朝鮮王朝時代、知られざる実在の王女貞明（ジョンミョン）公主の波瀾万丈の生涯を描く、歴史エンター 

テインメント“ヒロイン”時代劇！ 

【ストーリー】 “火を支配する純血の者だけが世の主となる” ある予言がすべてを狂わせた― 

時は1608年。朝鮮第14代王・宣祖の次男、光海君は嫡子ではないという理由で16年もの間、明に正式な世子と

認められず、父からも冷遇されている。光海君の心を癒してくれるのは、幼い異母妹の貞明公主だけだった。  

そんな中、宣祖が崩御。次期王の擁立をめぐり、朝廷はにわかに慌ただしくなる。骨肉の争いを望まない光海君

は、永昌大君と貞明公主を守ると仁穆大妃に誓い、15代王に即位。しかしその後、永昌大君は無念の死を遂げ、

仁穆大妃は慶運宮に幽閉される。一方、宮殿から逃げ出した貞明公主は倭国へ。奴隷として長崎の硫黄鉱山に

売られ、ファイという名で男のふりをして過酷な日々を生き抜いていた。数年後、朝鮮通信使がやってくることを

知ったファイは、祖国に戻るきっかけをつかもうと江戸に向かい、ホン・ジュウォンと出会う。彼は幼い頃に貞明公

主を守れなかった後悔を胸に抱きつつ、光海君が設立した“火器都監”で働いていた。ファイは硫黄の闇取引を

手助けし、ジュウォンと共に朝鮮に帰国。ついに家族の仇である光海君と対面するが…。 

 

7 月には「華政（ファジョン）」に出演するソ・ガンジュンのファンミーティング「ソ・ガンジュン ファンミーティング in 
大阪～Welcome to Mｙ PLACE～」日本独占初放送決定！その他ソ・ガンジュン出演作も特集放送いたします。 

 

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 

 

「じゃじゃ馬馴らし」 
日本/2010 年/148 分/HD 作品/CS 初放送 

放送日時：6/11（土）23：00～ 

出演：  市川亀治郎（現･猿之助）/キャタリーナ役、筧利夫/ペトルーチオ役、山本裕典/ルーセンショー役、 

  月川悠貴/ビアンカ役 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： ©2012HORIPRO INC. 
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シェイクスピア原作、世界の蜷川幸雄演出の舞台“オールメール・シリーズ”。 

市川亀治郎（現･猿之助）、筧利夫、山本裕典 ほか豪華出演！ 

【ストーリー】 イパドヴァの資産家の娘キャタリーナは男などまるで眼中

にない”じゃじゃ馬”として、街でも有名な存在だった。ある日、父親が  

淑やかで従順な妹娘ビアンカの求婚者たちへ「姉娘の嫁ぎ先が決まる 

までは誰も妹とは結婚させない」と宣言しているところに、修学のため  

この地にやってきたルーセンショーが通りかかる。厄介者の姉の結婚が

条件となり困り果てる求婚者たちをよそに、ビアンカに一目惚れした彼は、

一計を案じて彼女に近づこうとする。折しも、求婚者のひとりであるホー 

テンショーの元へペトルーチオという紳士が訪ねてくる。事の次第を聞い

た彼は、持参金欲しさにキャタリーナに求婚、必死の抵抗を試みる彼女

を無視して強引に話を進めていく。果たしてキャタリーナとペトルーチオは

うまくいくのか？ そしてルーセンショーとビアンカの恋の行方は…？ 

 

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！ 

  

「ミスター・ムーンライト＜月光旅人＞」 
日本/2001 年/135 分 

放送日時：6/4（土）23：00～ 

出演：  西川浩幸、上川隆也、岡田達也ほか 

写真クレジット： photo: 伊東和則 

 

上川隆也出演、2001年のキャラメルボックス舞台作品！ 
【ストーリー】 鹿島は図書館で司書をしているが、本当は作家志望。
徹夜で小説を執筆したせいで、風邪を引いてしまう。仕事を早退して、
眠りについた鹿島は知らない間に大学時代の友人・結城の家に上が
り込んでいた。なぜか、言葉も女らしくなっている。驚く結城の妻・都に、
自分は半年前に交通事故で亡くなった、結城の妹・かすみだと告げる。
警察に電話をしようとする都を引き止める鹿島。しかし、逆に突き飛ば
されて気を失ってしまう。目が覚めると、なぜ自分がここにいるのかわ
からない。翌朝、鹿島は妹・千草に「部屋の前に落ちていた」と、手紙 
を渡される。それは、かすみからの手紙だった！結城は事故の時、車を運転していた古河に復讐しようとしてい
た。それを止めるために、かすみの霊は鹿島の身体を借りたのだ。満月の夜、鹿島はかすみの想いを抱いて走
り出した。 

 

「太陽まであと一歩」 
日本/2003 年/135 分 

放送日時：6/25（土）23：00～ 

出演： 上川隆也、岡田達也、大内厚雄 他 

写真クレジット：photo: 伊東和則 

 
上川隆也出演、2003年のキャラメルボックス舞台作品！ 
【ストーリー】 5月。大学教授の智は、義理の姉・友子に呼び出される。映画
監督である兄の明が、自作の映画を観ている最中に眠り始め、1週間経って
も目覚めないと言うのだ。「あなたにも、その映画を見てほしいの」と友子が
智に頼む。タイトルは『風の転校生』。明と智が、23年前に経験した出来事を
忠実に再現した映画らしい。上映が始まる。映画には興味がないと文句を 
言っていた智だったが、あるシーンでいきなり叫ぶ。「止めて！映画を止めて
ください！」スクリーンの中には、出演していないはずの明の姿があった。 
 友子は、映画の中の明を現実の世界へ連れ戻すために、智を呼んだのだった。智は信じないが、仕方なく続き
を見る。すると、ほどなく智も眠りに落ちる。そして、映画の中には智の姿が…。 
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「白鳥麗子でございます！」特集 
鈴木由美子原作の大人気コミック「白鳥麗子でございます！」が、 

20 年ぶりに帰ってきた！ 新作映画の公開に合わせて、 
河北麻友子主演の最新ドラマと松雪泰子主演ドラマを放送！ 

  

「白鳥麗子でございます！」(2016 年版) 
2016 年/全 10 話/30 分/HD 作品/CS 初放送 
放送日時：6/1（水）スタート 毎週（水）23：30～ほか 
出演：河北麻友子/白鳥麗子役、水野勝(BOYS AND MEN)/秋本哲也役、田村侑久、辻本達規、田中俊介、吉

原雅斗、大西礼芳、尾高杏奈、上野優華、内藤理沙、さとう珠緒、坂田雅彦、春海四方、松金よね子ほか 
原作：鈴木由美子「白鳥麗子でございます！」(講談社 Kiss 所載） 
主題歌：BOYS AND MEN「Wanna be!」（キングレコード） 
エンディングテーマ：BOYS AND MEN「ツクヨミ」（キングレコード） 
写真クレジット：©鈴木由美子／講談社©2016「白鳥麗子でございます!」製作委員会  

 

鈴木由美子原作の大人気コミック「白鳥麗子でございます！」が、20年ぶりにドラマ化！ 

【ストーリー】 自他ともに認める究極のお嬢様、世界の白鳥麗子－高飛車な態度だが実は超奥手で世間知らず

の18歳。そんな麗子は幼少期より秋本哲也に想いを寄せていたが、いつもプライドが邪魔をして素直に恋心を 

伝えられずにいた。やがて大学生となった哲也を追いかけて上京した麗子は、今度こそ彼に対して素直になろう

とするが、またしてもプライドが邪魔して気持ちを伝えられない。 

バスケに青春をかける哲也と、高校時代からそのひたむきな努

力をじっと見守ってきた麗子－やがて、一途に哲也を想い続け

る麗子の気持ちが哲也にも明らかになり、晴れて恋人同士と 

なるが、麗子のユニーク過ぎる感性に哲也は振り回されっぱな

し。同棲生活を始めた2人だったが、キスどころかハグさえでき

ない日々。そんな2人の前に、哲也の元カノ、可愛い女子高生、

麗子に一目ぼれした大金持ちの御曹司、麗子のライバル   

かきつばたあやめなど個性的な面々が現れ、波乱万丈な生活

が訪れる。果たして麗子と哲也は真の愛にたどり着くことが  

できるのだろうか！？ 

 

 

 

「白鳥麗子でございます！」Ⅰ<松雪泰子主演> 
1993 年/全 5 話/60 分 
放送日時：6/11（土）13：30～ 一挙放送 
出演： 松雪泰子/白鳥麗子役、萩原聖人/秋本哲也役、小松千春、彦摩呂、美保純、水野久美、宝田明ほか 
原作：鈴木由美子「白鳥麗子でございます！」（講談社『mimi』連載） 
写真クレジット：©共同テレビジョン 原作／鈴木由美子「白鳥麗子でございます！」（講談社ＫＣＫｉｓｓ所載）   

鈴木由美子「新・白鳥麗子でございます！」（講談社ｍｉｍｉ所載） 

 

松雪泰子主演、人気コミック原作の大ヒットドラマ。未DVD化の貴重な作品！

【ストーリー】 思い込みが激しくプライドが高いお嬢様白鳥麗子は、中学時代

から同級生の秋本哲也に思いを寄せていたが、その美貌とプライドが邪魔を

して素直に思いを伝えられずにいた。やがて大学生になった哲也を追いかけ

て上京した麗子は、今度こそ哲也に対して素直になろうとしたが、またしても 

プライドが邪魔をして素直になれない。すれ違う麗子と哲也、そして麗子の  

思い込みが周囲をも振り回していく・・・。 

「白鳥麗子でございます！」II も8月放送予定！ 
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「王子様をオトせ！」 
台湾/2013 年/全 39 話/60 分/字幕版/HD 作品 
放送日時：6/25（土）スタート 毎週（土）13：30～ 一挙放送 
出演： アーロン/チー・イー役(「アリスへの奇跡」）、パフ・クオ/チェン・リャンリャン役(「美男＜イケメン＞ですね

〜Fabulous★Boys」）、ディーン・フジオカ/ディーン役(「ホントの恋の見つけかた」「あさが来た」）ほか 
写真クレジット：© SANLIH E-TELEVISION CO., LTD 

 

ドラマ「あさが来た」の五代友厚役でブレークしたディーン・フジオカ出演！ ”ツンデレ王子””ひとつ屋根の下” 

鉄板要素100%の王道ラブコメ！ 

【ストーリー】 チェン・リャンリャンはデザイン・プロモーション会社で

働くOL。ある朝、快適な1人暮らしの家に若い男が乗り込んできて

「家を買い取ったから出て行ってくれ」と言う。しかし、リャンリャンは3

カ月先まで家賃を前納していることを盾に、断固居座ると宣言して会

社に出勤。すると、なんとその男が新社長として登場！ 大家さんに

して新社長になったチー・イー。彼は、超潔癖性で仕事の鬼だった！

入社早々、恋愛禁止令を発令したカタブツのチー・イーを攻略するた

め、リャンリャンと親友たちは彼に恋の落とし穴をしかけることに…。

そんな中、チー・イーの旧友のモテ男ディーンが得意先から出向して

きて、事態はますます混乱していく。 

 
 

「古剣奇譚～久遠の愛～」 
中国/2014 年/全 50 話/60 分/ノーカット字幕版/HD 作品 
放送日時：6/7（火）スタート 毎週（月）-（金）8：30～2 話連続 
出演： リー・イーフォン/百里屠蘇役（「晴れのちボクらは恋をする」）、ヤン・ミー/風晴雪役（「宮 パレス」）、 
 チャオ・ジュンユー/欧陽少恭役、マー・ティエンユー/方蘭生役、ジェン・シュアン/襄鈴役ほか 
写真クレジット：©2014 China International TV Corporation 提供：アジア・リパブリック８周年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リー・イーフォン、ヤン・ミー出演、焚寂剣（ふんせきけん）の力を封印されてしまった主人公と彼を献身的に支え
るヒロイン、主人公と共に旅を続ける仲間たち、そして行く先々で待ち受ける妖魔。今までにはない時代劇版 
ファンタジー･ラブ･ストーリー！ 
【ストーリー】 太古の時代、火神･祝融により生まれし鳳来琴は、中国の古代女神・女娲（じょか）に命を吹き 
込まれ、太子長琴（たいしちょうきん）と名づけられた。長琴は水蛇慳臾（けんゆ）と友になり約束する。     
いつか慳臾が龍になった暁には長琴を背に乗せ、美しい山河を見せてやると。だが、その約束が果たされる 
前に、長琴は天界に呼び戻される。数百年後、天界は罪を犯した慳臾を捕らえるため追っ手を遣わす。    
慳臾の危機を察知した太子長琴は慳臾を逃がそうとするも、そのせいで不周山は崩壊するのであった。    
長琴は罰として下界に追放され、刀鍛冶たちに捕らえてしまう。刀鍛冶たちは長琴の霊力を借りて世の“煞気
（さつき）”を集め“焚寂剣（ふんせきけん）”を作り出し、長琴はその半身を仙霊に変えて逃げ出す。こうして   
残った半身の“焚寂剣”は“煞気”を引き寄せ、“焚寂剣”を持つ者の心を支配しようとした。災いを恐れた女娲
は、焚寂剣を烏蒙霊谷（うぼうれいこく）の洞窟に封印、代々焚寂剣を守らせるのだったが… 
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6 月のシネマ elle は ラブコメ特集：愛すべきカップルたち 

  

『ミス・チェンジ』 
韓国/2013 年/100 分/字幕/HD 作品 
放送日時：6/3（金）スタート 23：00～ほか 
出演： イ・スジョン/“女”役、ソン・サムドン/ジェチル役（『昼間から呑む』）、チョン・ウヌ/ヒョング役（「太陽の花

嫁」）ほか 
写真クレジット：© SK Planet co., Ltd all rights reserved 

 
冴えない童貞男とスタイル抜群のセクシー美女2人の魂が入れ替わったことで
巻き起こる、ロマンティック・ラブコメディ！  
【ストーリー】 財力もあり仕事も順調、誰もが羨む弁護士だが、異性との交際経
験が一度もないジェチル。ただ、彼の人生にも長年片思い中の女性スヒョンが
いる。しかし彼女は、ひとつ屋根の下で暮らす親友ヒョングの元カノ。可哀相な
ほどその恋心は日に日に小さくなるばかり…。そんなある日、降り注ぐ雨の中、 
気を失って倒れている完ぺきなスタイルの“女”を発見する。彼女を家へ連れて
きたジェチョルは、奇跡のように世界で一番セクシーな女性に生まれ変わり… 
 

『パリ、恋人たちの 2 日間』 
フランス・ドイツ/2007 年/101 分/字幕/HD 作品 
放送日時：6/10（金） 23：00～ほか 
出演： ジュリー・デルピー、アダム・ゴールドバーグ、ダニエル・ブリュール、マリー・ピレ、アルベール・デルピー
ほか 
写真クレジット：© Polaris Film Production & Finance , Tempête sous un crâne productions, 3L Filmproduktion 

Gmbh - 2006  all rights reserved 

 
『ビフォア・サンセット』のジュリー・デルピー監督・脚本・主演。 
恋するすべての人が一度は直面するであろう問題を、コミカルに、共感度  
たっぷりに描き出す極上のロマンティック・コメディ！ 
【ストーリー】 フランス人フォトグラファー・マリオンと、アメリカ人インテリアデザイ
ナー・ジャックは、付き合って2年になるニューヨーク在住のカップル。イマイチ盛り
上がりに欠けたベネチアでのバカンスの後立ち寄ったのは、彼女の生まれ故郷 
である、恋人たちの都パリ。この町で過ごす2日間に期待をかけるふたりだが、雲行きは怪しい…。マリオンの 
両親に会ったジャックは、そのあまりの自由奔放っぷりに圧倒され、カルチャーショックを受ける。さらに街に出れ
ば、次々とマリオンの元カレに遭遇。別れた後は2度と元カノに会わないタイプのジャックは、元カレと親しげに 
振る舞うマリオンの姿に、戸惑いを隠せない。嫉妬心と猜疑心にさいなまれた彼のイライラは募るばかりで、  
ふたりの関係もギクシャクし始めてしまう。果たして、ふたりは関係を修復することができるのか？ それともこの
まま別れてしまうのか？ 
 

『ニューヨーク、恋人たちの 2 日間』 
フランス・ドイツ・ベルギー/2012 年/95 分/字幕/HD 作品 
放送日時：6/17（金）23：00～ほか 
出演：  ジュリー・デルピー/マリオン役（『ビフォア・サンセット』『パリ、恋人たちの 2 日間』）、クリス・ロック（ミンガ

ス役（『映画と恋とウディ・アレン』）、アルベール・デルピー/ジャノ役（『パリ、恋人たちの２日間』）、アレク
シア・ランドー/ローズ役（『マリー・アントワネット』）、ヴィンセント・ギャロ/ヴィンセント・ギャロ役（『バッファ
ロー'６６』）ほか 

写真クレジット：© Polaris Film Production & Finance, Senator Film, Saga Film, Tempête sous un Crâne 
Production, Alvy Productions, In Production, TDY Filmproduktion - 2012All rights reserved. 

 
『パリ、恋人たちの2日間』シリーズ続編！ 監督・主演ジュリー・デルピーで贈る、 
国籍、人種、仕事、夢…異なるモノを抱える恋人たち。男女それぞれの本音を、 
ユーモラスかつシャープに描く、ハートウォーミング・ラブストーリー！ 
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【ストーリー】 パリで生まれ育ったマリオンは、現在はニューヨークで暮らす女性写真家。以前の恋人との間に 
生まれた1人息子のルルを育てながら、個展の準備に余念がない。そんな彼女は、新しい恋人で人気ＤＪのミン
ガス、彼の1人娘ウィローとアパートで同棲生活を始め、充実した生活を送っていた。出身も人種も違うが、お互
いの仕事を理解し合う理想のカップルと言える2人。ところがそんな生活に思わぬ危機が訪れる。マリオンの父親
ジャノと妹のローズ、ローズの恋人にしてマリオンの元彼マニュが、彼女たちのアパートに泊まる事になったのだ。
セックスや人種問題に関して破天荒な言動をする3人のせいで、アパート内は大混乱。しまいには、良好だった 
マリオンとミンガスの関係にまで怪しい空気が流れ出し…。トラブル続きの2日間を迎え、2人の関係の行方は？ 
 

「夜の女王」 
韓国/2013 年/113 分/字幕/HD 作品 
放送日時：6/24（金）23：00～ 
出演： キム・ミンジョン/ヒジュ役（「ニューハート」「カプトンイ」）、チョン・ジョンミョン/ヨンス役（「栄光のジェイン」

「シンデレラのお姉さん」）、キム・ギバン（「九家の書～千年に一度の恋～」「ゴールデンタイム」）、    
イ・ミド（「未来の選択」『結婚前夜～マリッジブルー～』）ほか 

写真クレジット：© 2013 CAPITAL ONE All Rights Reserved. 

 
キム・ミンジョン×チョン・ジョンミョンがキュートな夫婦役を熱演！ 小心者夫が天使のような妻の過去を暴くこと
で繰り広げられる大人のロマンティック・ラブコメディ！ 
【ストーリー】 僕の妻の知られざる過去―それは一世を風靡した伝説のクラ
ブ・クイーンだった！？ コンピューターエンジニアのヨンスは、割引クーポン集
めを生きがいにしている小心者の非モテ系男子で彼女イナイ歴はすでに30年。
そんな彼が、ファストフードショップのアルバイト店員に出会うと、たちまち一目
惚れ。ヒジュのアルバイト先に連日通い詰めた末、めでたくゴールインする。 
ヒジュは天使のようなルックスの持ち主で、料理の腕前はプロ並み。しかも   
3ヵ国語を自在に操れるまさに理想の妻。ある日、そのパーフェクトな妻が   
10年前江南で一世を風靡した伝説のクラブ・クイーン、“夜の女王”だったかも
しれないという疑惑が沸き起こり…。 
 

アジア No.1 音楽授賞式 MAMA を 3 ヶ月に渡って連続放送！ 

 

「2012 Mnet Asian Music Awards」 
韓国/2012 年/255 分/字幕/HD 作品 

放送日時：6/18（土）23：00～ 

出演： BIGBANG、SUPER JUNIOR、PSY、SISTAR、ガイン、EPIK HIGH、B.O.B.、SHINee、EXO、パク・ジニョン、 

 ウヨン、Adam Lambert、ロイ・キム、ヒョナ、チャン・ヒョンスン、ジャッキー・チェン、ワン・リーホン、 

 チョン・ウソン、ソン・スンホン、ソン・ジュンギ、ユン・ウネ、ハン・チェヨン、イ・ドンゴン、チョン・イル、 

 キム・ソンス、キム・ガンウ、オ・ジホ、チョン・ギョウン、チョ・ユニ、コ・ジュンヒ、ユン・シユン、 

 パク・シネ、チェ・ジウ 他 

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

 

2012年11月30日に香港で開催のされたMnetが誇るアジアNo.1音楽授賞式を字幕付きで放送。BIGBANG、

SUPER JUNIOR、PSY、SHINee、EXOなど豪華K-POPスターたちのこの授賞式のためだけに用意されたスペシャ

ルパフォーマンスは必見！毎年超豪華な顔ぶれが勢揃いする授賞式の模様をお見逃しなく！ 
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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！ 

 

 

 

 

 

 

「Boys Republic（少年共和国）の新人王」 
韓国/2013 年/全 8 話/60 分/字幕版/日本初放送 
放送日時 6/2（木）スタート 毎週（木）23：00～ 
出演： Boys Republic（少年共和国）ほか 
写真クレジット：©SBS Plus 

 
アイドルグループのBoys Republic（少年共和国）が、韓国でのファン獲得を目指し
て、様々なミッションに挑戦！ メンバーのそれぞれの 魅力が満載の番組！  
 
 

「俺の地図帳～地理メン BOYS が行く～」 
2014 年/全 12 話/30 分/CS 初放送 
放送日時：6/1（水）スタート 毎週（水）23：00～ほか 
出演： 鈴木拡樹、井深克彦、久保田秀敏、小谷昌太郎、寿里、滝口幸広、前田公輝、前山剛久、三津谷亮、 
 山本匠馬、石井智也、うしろシティ、山崎樹範ほか 
写真クレジット：©「俺の地図帳」製作委員会 

 
若手俳優が出演する人気バラエティ番組がスタート！ 
今をトキメク若手俳優陣が「旅にゆかりのある歴史上の人物」に扮した編集部員（＝地理メン
BOYS）として、オリジナルの地図帳作りを  目指す“ドラマ”要素と、独自の視点で取材レポー
トをしていく“旅ロケ”要素が盛り込まれたシチュエーションドラマ風旅番組！ 
 

「家族なのにどうして～ボクらの恋日記～」 
韓国/2014 年/全 53 話/75 分 or90 分/ノーカット字幕版/HD 作品 
放送日時： 6/16（木）スタート 毎週（月）-（金）20：00～ほか 
出演：ユ・ドングン（「九家(クガ)の書〜千年に一度の恋〜」）、キム・ヒョンジュ（「愛の贈りもの〜My Blessed 

Mom〜」）、ユン・バク（「女王の花」）、パク・ヒョンシク(ZE:A)（「相続者たち」）、キム・サンギョン（『殺人の
追憶』）、ソ・ガンジュン(5urprise)（華政（ファジョン））、ソン・ダムビ（「光と影」）、ナム・ジヒョン（「善徳（ソン
ドク）女王」） 

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

 
パク・ヒョンシク(ZE:A)×ソ・ガンジュン(5urprise)共演！ 2014年度韓国No.1視聴率44.4％を記録！ KBS演技大
賞７部門８冠受賞！ 「製パン王キム・タック」脚本家が贈る、ハートフル・ラブコメディ！ 
【ストーリー】 豆腐屋を営む父スンボンと共に暮らすチャ家の3姉弟。長女ガンシム
は大企業の会長秘書、長男ガンジェはエリート外科医、そして次男のダルボンは  
就職浪人中でバイト生活を送っている。そんなある日、12年前にダルボンと結婚を 
誓ったという女性ソウルが家にやってきて、ひょんなことから同居することに！ 最初
は突き放すダルボンだったが、ソウルの純粋さに次第に惹かれ始めていく。ところが
そんな時、ダルボンの幼なじみで犬猿の仲のウノが現れ、ソウルをめぐるバトルが 
勃発！ さらに、ガンシムとガンジェの周りでも恋のハプニングが巻き起こり…！？ 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 650 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/

