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2016 年 5 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 7月のおすすめ番組 
 

「オレンジ・マーマレード」 
 
若手演技派俳優ヨ・ジング、イ・ジョンヒョン（CNBLUE）、
ソリョン（AOA）豪華競演！ 同名のウェブ漫画が原作。   
朝鮮王朝時代と現代、2つの時代を軸に人間とヴァン

パイアの純愛を描いた運命の愛の物語。 
 

ソ・ガンジュン特集 
「ソ・ガンジュン  
in OSAKA～Welcome  
to My Place～」 

 
今年4月に大阪で行われたソ・ガンジュン（5urprise）の
日本初の単独ファンミーティングの模様を独占初放

送！  
 

「宮 パレス２～ 
恋におちた女官～」 

 
大人気ラブ史劇の続編！  皇帝と皇子から愛された 
美しい女官、宮廷で繰り広げられる恋と運命を描いた   
ラブ史劇！ 
 
 

【追悼】蜷川幸雄演出×シェイクスピア原作舞台
シェイクスピア没後400周年記念放送！ 

『ヴェニスの商人』 
 
世界の蜷川幸雄が演出！ 
歌舞伎俳優・市川猿之助が再びオールメールシリーズ
に挑む！ 
 
 
 

© Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ A Song For You Ltd., 
Based on the webtoon “Orange Marmalade” by Seok Woo 

©女性チャンネル♪LaLa TV 

©A&B Film Enterprises Limited 

© 2015 HORIPRO INC. 
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「オレンジ・マーマレード」 
韓国/2015 年/全 12 話/60 分～90 分/本編ノーカット版/HD 作品/CS ベーシック初放送 
放送日時： 7/25（月）スタート毎週（月）（火）21：30～ほか 
出演：ヨ・ジング/チョン・ジェミン役（「テバク」「会いたい」）、イ・ジョンヒョン（CNBLUE）/ハン・シフ役（「紳士の品

格」）、ソリョン（AOA）/ペク・マリ役（「いとしのソヨン」）、キル・ウネ/チョ・アラ役（「バラ色の恋人たち」）他 
写真クレジット：Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ A Song For You Ltd., Based on the webtoon “Orange 

Marmalade” by Seok Woo 

 

若手演技派俳優ヨ・ジング、イ・ジョンヒョン（CNBLUE）、ソリョン（AOA）

豪華競演！ 同名のウェブ漫画が原作。朝鮮王朝時代と現代、2つの

時代を軸に人間とヴァンパイアの純愛を描いた運命の愛の物語。 

【ストーリー】 現代からさかのぼること400年前、人の血を吸い人間を

支配しようとする吸血鬼と、動物の血を飲み人との共存を望む吸血族

が対立していた。そんな中、兵曹判書の一人息子ジェミンは、吸血族

の長の娘マリと出会い、ふたりは惹かれあう。一方、文官の高官の家

に生まれたシフも不思議な少女マリに思いを寄せる。 

時は変わり、人間とヴァンパイアが一定の取り決めを元に共存する世界となった現代。幼い時からヴァンパイア

であることで辛い思いをしていたマリ。転校先では正体を隠そうと、常に目立たぬように過ごしていた。しかし登

校中出会ったジェミンが同級生だとわかり、彼のことが気になり始める。一方ジェミンもマリに惹かれるが…。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※韓国の放送とは放送順が異なります。 

 
 

「華政」放送記念！人気俳優ソ・ガンジュンのファンミーティングを日本初放送！ 
その他出演作品を特集！  

 

「ソ・ガンジュン in OSAKA～Welcome to My Place～」 
2016 年/63 分/HD 作品/日本初放送 
放送日時：7/30（土）23：00～ほか 
出演： ソ・ガンジュン 
写真クレジット：©女性チャンネル♪LaLa TV  

 

今年4月に大阪で行われたソ・ガンジュンの日本初の単独ファン  

ミーティングの模様を独占初放送！  

演技、ダンス、歌などマルチな才能を備えた5人組好青年俳優  

グループ5urprise（サプライズ）のメンバーとして活躍し、「華政（ファ

ジョン）」などの話題作に次々と出演、2015年は5urpriseとして日本

でCDデビューを果たすなど、目覚ましい活躍を見せるソ・ガンジュ

ンの魅力たっぷりのステージをお届けする。 
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【ソ・ガンジュン特集作品ラインナップ】 

 

「宮 パレス２～恋におちた女官～」 
中国/2012 年/全 37 話/60 分/字幕版/ CS ベーシック初放送 
放送日時：7/12（火）スタート毎週（月）-（金）8：30～2 話連続 
出演： ユエン・シャンシャン/憐児役、ミッキー・ホー/雍正帝役（「宮 パレス～時をかける宮女～｣ ）、 
 ドゥー・チュン、チャン・ジアニー、 
スペシャルゲスト：ヤン・ミー/晴川役（1、36、37 話に出演 ｢宮 パレス～時をかける宮女～｣、「古剣奇譚～久遠

の愛～」）、ウィリアム・フォン/第八皇子役（1、37 話に出演 「蘭陵王」、｢宮 パレス～時をかける宮女
～｣、「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」） 

写真クレジット：©A&B Film Enterprises Limited  

 
大人気ラブ史劇の続編！ 皇帝と皇子から愛された美しい女官、宮廷で
繰り広げられる恋と運命を描いたラブ史劇！ 
【ストーリー】 現代に戻った晴川とタイムスリップしてきた第八皇子は  
結婚。晴川は女優と脚本家として売れっ子になり多忙な毎日を送って  
いた。ある日、新しいドラマ撮影のため現場に向かった晴川は、女優の卵
の憐児(れんじ)と出会う。撮影間際に今日が結婚記念日だと思いだした
晴川は、プロデューサーに憐児を推薦して降板する。 
雍正時代、四品典儀・凌柱の娘・憐児は、父のため果親王(かしんのう/第十七皇子)に朝廷の役職に就けるよう
依頼する。果親王は憐児を一目見て気に入り、妻にしたいと思う。そして2人は恋に落ちるが、果親王はやんごと
なき事情から、先生の娘・嘉々(かか)と結婚してしまうことに。傷心の憐児は宮中に入り、平凡な日々を送ろうと
する。ところが宮中には、いろいろな秘密や思惑がうごめいていた… 色々と大事件が起きる中、ついに憐児は
雍正帝(ようせいてい)と出会い見そめられるが、雍正帝と果親王の確執、恋の乱、そして後宮でのいろいろな  
火花が展開し・・・。 
 

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

 

「ヴェニスの商人」 
日本/2013 年/166 分/HD 作品/CS 初放送 

放送日時：7/2（土）23：00～ 

出演：  市川猿之助/シャイロック役、中村倫也/ポーシャ役、横田栄司/バサーニオ役、大野拓朗/ジェシカ・シス

ター役、間宮啓行/グラシアーノ・僧侶役、石井愃一/老ゴボー・テューバル・僧侶・シスター・高官役、  

高橋克実/アントーニオ役 

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： © 2015 HORIPRO INC. 

放送日時 タイトル 

7/30（土）23：00～ 【ライブ】ソ・ガンジュン in OSAKA～Welcome to My Place～（日本初放送） 

7/31（日）21：30～ 【ドラマ】禁じられた愛 

7/23（土）23：00～ 【ライブ】5urprise JAPAN デビュー記念 LIVE～5urprise Flight～ 

7/23（土）24：00～ 【ライフスタイル】5urprise JAPAN デビュー記念 密着番組 

7/10（日）22：00～ 【ドラマ】放課後サプライズ～ハチャメチャ大作戦 

7/3（日）スタート 毎週（日）23：30～ 【ライフスタイル】ルームメイト 

毎週月～金 20：00～ 【ドラマ】家族なのにどうして～ボクらの恋日記～ 

毎週土・日 9：30～ 【ドラマ】華政（ファジョン） 
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歌舞伎俳優・市川猿之助が再びオールメールシリーズに挑む！  
【ストーリー】 舞台は貿易都市ヴェニス。ある日、貿易商を営む裕福な 
紳士アントーニオのもとに、年下の親友バサーニオが借金を申込に   
やってくる。彼は莫大な財産を相続した才色兼備の貴婦人ポーシャに  
プロポーズをしようとしており、そのための資金をアントーニオに頼ってき
たのだ。生憎と全財産が海を渡る船の上にあったアントーニオは、自らを
保証人として借金をするよう、バサーニオに勧める。ところが、バサーニ
オが借金を申し込んだのは、よりによってアントーニオの天敵、高利貸 
のシャイロックで、ふたりは期日までに金を返せなければ、アントーニオの胸の肉１ポンドをシャイロックに与える
という条件で合意する。バサーニオはポーシャに求婚するため彼女のもとへ向かうが、ポーシャの亡き父は、彼
女の求婚者たちに金、銀、鉛の3個の小箱からひとつを選ばせ、正しい箱を選んだ者と結婚するよう遺言を残し
ていた。バサーニオは箱選びに見事に成功し、ポーシャと結ばれるが、そこにアントーニオの船がすべて難破し
たとの知らせが届き... 
 

7 月 8 月のシネマ elle は  
謎が解けるまで眠れない！“真夏のサスペンス＆スリラー特集” 

   

『ギフト』 
アメリカ/2000 年/112 分/字幕/HD 作品 
放送日時：7/1（金）23：00～ 
出演： ケイト・ブランシェット/アニー役、キアヌ・リーヴス/ドニー役、ヒラリー・スワンク、グレッグ・キニア、 
 ジョヴァンニ・リビシ、ケイティ・ホームズ、キム・ディケンス、ゲイリー・コール、J.K.シモンズほか 
写真クレジット： © 2000 LAKESHORE ENTERTAINMENT CORP. 

 
ケイト・ブランシェット、キアヌ・リーヴス他豪華出演！ 『スパイダーマン』  
シリーズのサム・ライミ監督、不思議な霊感を持つ女性が殺人事件に巻き 
込まれるスリラー！  
【ストーリー】 ジョージア州にある小さな町。ここで占い師をして3人の子ども
と細々と暮らしているアニー。ある日、この町で失踪事件が発生、失踪した
娘の父親が不思議な霊感を持つアニーに協力を依頼して来るのだった…。 

  

『狗神』 
2001 年/105 分/ HD 作品 
放送日時：7/8（金）23：00～ 
出演：天海祐希/坊之宮美希役、渡部篤郎/ 奴田原晃役、山路和弘、深浦加奈子、遊人、矢島健一、 

淡路恵子、藤村志保ほか 
写真クレジット：©2001「狗神」製作委員会 

 
「死国」の原作者・坂東眞砂子の同名小説を、『金融腐食列島〔呪縛〕』の 
原田眞人監督、天海祐希、渡部篤郎主演で映画化した伝奇ホラー。 
【ストーリー】 四国の山奥にある小さな村。坊之宮家の女が代々受け継い
できた狗神様。この坊之宮家は、“執りつかれると食い殺される”と、村人 
たちから忌み嫌われる狗神筋の家系でありながらも、村では平穏な日々を
過ごしていた。そんなある日、村に小学校教師として青年、奴田原晃が  
現れ、坊之宮の女・美希と関係を持ってしまう…。 

 

『クリムゾンリバー2 黙示録の天使たち』 
フランス/2004 年/100 分/字幕/HD 作品 
放送日時：7/22（金）23：00～ほか 
出演：ジャン・レノ/ニーマンス警視役、ブノワ・マジメル/レダ役、クリストファー・リー、カミーユ・ナッタほか 
写真クレジット：© STUDIOLEGENDE - EUROPACORP - TF1 FILMS PRODUCTION - FILMAURO - EPICA 

LIMITED  



 

 

 5 

Program Line-up 

 

異なる２つの事件が結びつき大きな謎を呼び起こすアクション・サスペンス・スリラー。フランスのベストセラー  

小説を映画化した『クリムゾン・リバー』の続編。リュック・ベッソンによるオリジナル脚本で、キリストと12使徒を 

なぞらえた一味を巡る陰謀を追う2人の刑事の姿を描く。 

【ストーリー】 ある日、フランス・ロレーヌ地方の由緒ある修道院で、壁に掲げ

られたキリスト像から血が流れ出すという奇怪な事件が起こる。さっそくパリか

ら派遣されたニーマンス警視が捜査を開始。間もなく壁に埋め込まれた死体

を発見する。それは十字架のキリストと同じ体勢がとられ、その死体の横には

紋章のような印が残されていた。一方同じ頃、若手刑事レダは麻薬捜査中、

キリストに似た傷だらけの男と遭遇し、彼を病院へ運ぶ。やがて、その男は 

修道院の事件を調べているニーマンスの捜査線上にも浮かび上がってくるの

だが…。 

  

『仄暗い水の底から』 
2001 年/101 分/ HD 作品 
放送日時：7/29（金）23：00～ 
出演： 黒木瞳/松原淑美役、菅野莉央/松原郁子役、小口美澪、水川あさみ、小日向文世、徳井優、谷津勲、 

小木茂光ほか 
写真クレジット：©2002「仄暗い水の底から」製作委員会 

 

出版・ＴＶ・映画へと増殖を続けた「リング」シリーズの中でも最強と言われた映画版『リング』の原作・鈴木光司＆

監督・中田秀夫のコンビが放つまったく新しい恐怖。とあるマンションを舞台に、幼い娘をかかえた母親を襲う  

非日常の出来事とは？ 

【ストーリー】 5歳の娘・郁子の親権をめぐって別れた夫と争っている松原淑美は、

新しい就職先である出版社にほど近いマンションへ引っ越してきた。はじめは  

快適そうに見えたマンション暮らしだが、大きくなる天井のシミや、上階の子供の

足音など、淑美の気にさわることが次第に増えていく。そんな中、淑美は真夜中

にマンションの屋上に上がる郁子を目撃する。屋上の高架水槽付近で誰かと会

話しているような郁子。だが、そこには子供用の赤い手提げバックしかない。淑美

はバックを管理人に届けるが、いつの間にかそれは元の場所に戻っていた…。 
 
 
 
 

「下流の宴」 
2011 年/全 8 話/60 分/CS 初放送 
放送日時：7/5（火）スタート 毎週（火）-（金）11：00～ 
出演：  黒木瞳/福原由美子役、美波/宮城珠緒役、窪田正孝/福原翔役、渡辺いっけい/福原健治役、 
 加藤夏希/福原可奈役、眞島秀和/北沢役、遠藤憲一/島田役、余貴美子/宮城洋子役、 
 野際陽子/満津枝役 
写真クレジット：© NHK 

 

理想の家庭を築いたはずが、気がついたら崖っぷち。夫は左遷。 

娘の就活は失敗。そしてフリーターの息子が「下流」の娘と結婚   

宣言！愛する息子を取り戻すため、「中流家庭」を守るため、専業 

主婦由美子の戦いが始まる！ 

【ストーリー】 福原由美子の悩みは、息子の翔が高校中退後、    

フリーターを続けていること。その翔が、年上のフリーター宮城珠緒

と結婚すると言いだす。医者の家に生まれ、母の満津枝から厳しく

育てられた由美子。福原家「下流転落」の危機を夫の健治娘の可奈

に訴えるが相手にされない。由美子は、幼なじみで受験のカリスマ

の島田に思い切って会いに行く。 
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「さよなら私」 
2014 年/全 9 話/60 分/解説放送あり/CS 初放送 
放送日時：7/19（火）スタート 毎週（月）-（金）11：00～ 
出演： 永作博美/友美役、石田ゆり子/薫役、藤木直人/洋介役、佐藤仁美、谷村美月、りりィ、尾美としのり 
写真クレジット：© NHK 

 
少女の頃、永遠の友情を誓いあった友美と薫―20数年後、運命は過酷な試練を用意していた。2人の心が入れ
替わるお互いの人生を生きる2人は、親友の心と秘密に初めて触れていく。人気脚本家・岡田惠和が描く、    
女性たちの本音と真の友情物語。 
【ストーリー】 誰もが羨むような幸せな家庭を築いた専業主婦友美。   
映画プロデューサーとしてのキャリアに生きる独身の薫。高校生の頃、 
ある事件がきっかけで永遠の友情を誓い合ったが、生き方の違いは2人
に距離を作った。同窓会で久しぶりに薫と会った夜、友美にひとつの疑惑
が芽生える。夫・洋介と不倫しているのではないか？その真相に迫るとき、
友美と薫の心が入れ替わってしまう。 過酷な運命に翻弄される2人は 
互いに隠していた心の内に初めて気づいていく。 
 

『アジョシ』 
韓国/2012 年/119 分/HD 作品 
放送日時：字幕版 7/9（土）17：30～、吹替版 7/25（月）12：00～、 
出演： ウォンビン/チャ・テシク役（「秋の童話」『母なる証明』）、キム・セロン/ソミ役（「華やかな誘惑」『冬の小

鳥』）、キム・ヒウォン、キム・ソンオ、キム・テフン、ソン・ヨンチャンほか 
写真クレジット：©2010 CJ ENTERTAINMENT INC. &UNITED PICTURES, ALL RIGHTS RESERVED. 

 
ウォンビン主演！ 元特殊要員に扮し鍛え抜かれた完璧な肉体を披露した大ヒットアクションエンタテインメント！ 
【ストーリー】 都会の片隅で質屋を営み、世間を避けるように生きている男、  
テシク。過去のある事件が、彼から夢も希望も未来すらも奪ってしまった。テシク
の隣に住む少女ソミも、いつも1人ぼっちだ。クラブダンサーの母は、娘の世話
よりも自分の人生に忙しい。ソミは、テシクを“アジョシ＝おじさん”と呼び、ただ 
1人の友だちとして慕っていた。ある日、麻薬密売に巻き込まれた母親と共に、
ソミは犯罪組織に誘拐される。ソミを救出するために組織を追うテシクは、   
その背後に隠された恐るべき真実を知る。愛する者を二度と失いたくないテシク
は、ソミを守るために組織の闇へと足を踏み入れるのだが―。 
 

「ハート泥棒を捕まえろ！」 
韓国/2013 年/113 分/字幕/HD 作品 
放送日時：7/16（土） 17：30～ほか 
出演：チュウォン/イ・ホテ役（「ヨンパリ」「製パン王キム・タック」「のだめカンタービレ～ネイル カンタービレ」）、
キム・アジュン/ユン・ジンスク役（『カンナさん大成功です』『マイ PS パートナー』）、パク・チョルミン（『パイレー
ツ』）、チャ・テヒョン（『猟奇的な彼女』）ほか 
写真クレジット：© 2013 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved. 

 
若手実力派イケメン・チュウォン×セクシーロマコメ女王・キム・アジュン共演！  
10年前の初恋の彼女が、実は伝説の大泥棒だった！？エリート警官 VS カリスマ
泥棒が繰り広げる、完全犯罪ラブロマンス！警官と泥棒として再会した2人の危険
な恋の駆け引きから始まる、ロマンティック・ラブコメディ！  
【ストーリー】“検挙率100％、未解決事件ゼロ”を誇る専門プロファイラ－、イ・ホテ。 
今回の容疑者は世界的に有名な美術品を盗んだ伝説のカリスマ泥棒ユン・ジンスク。ホテは偶然、ひき逃げ  
車両の持ち主を探す途中にジンスクの所在を知り、彼女の家を尋ねるが何とジンスクは他でもない、10年前に 
別れたホテの初恋の彼女だったのだ。“イ・スクチャ”という名で記憶している、甘いキスだけを残して去ってしまっ
た初恋の彼女。しかし、再会した彼女は、名前からはじまりひとつふたつと明らかになる隠された秘密があること
が判明する…。運命のいたずらにホテは次第に窮地に追い込まれることになるが―。 
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『赤ちゃんと僕』 
韓国/2008 年/99 分/字幕/HD 作品 
放送日時：7/23（土） 17：30～ 
出演：  チャン・グンソク/ジュンス役（「美男＜イケメン＞ですね」）、ムン・メイスン/ウラム役、キム・ビョル/ビョル

役（「サンドゥ、学校へ行こう！」）、コ・ギュビル/ギソク役、チェ・ジェファン/チュンソン役ほか 
写真クレジット：© 2008 PRIME ENTERTAINMENT.CO.LTD 

 
チャン・グンソクが突然一児のパパに！ 高校生が子育てに奮闘するハートフル・  
コメディ！ 
【ストーリー】 ケンカに明け暮れ、何かと問題を起こす高校生ハン・ジュンス。学校に
頻繁に呼び出される息子に手を焼いた両親は家出をしてしまう。そんなジュンスの元
に「あなたの子よ」と手紙と一緒にウラムという赤ん坊が目の前に！？クラスメートの
天才少女に協力してもらいながら、ジュンスは仕方なくウラムの面倒をみるが…。 
 

『シークレット・ミッション』 
韓国/2013 年/124 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 
放送日時：7/30（土） 17：30～ 
出演： キム・スヒョン/リュファン役（「星から来たあなた」「太陽を抱く月」）、 
 パク・ギウン/ヘラン役（「フルハウス TAKE2」）、イ・ヒョヌ/ヘジン役（「花ざかりの君たちへ」）、 
 ソン・ヒョンジュ（「スリーデイズ～愛と正義～」）ほか 
写真クレジット：© 2013 michigan venture capital and mcmc ALL RIGHTS RESERVED.  

 
キム・スヒョン主演最新映画！3人のエリートスパイたちの極秘任務と孤独な戦い
を描いた華麗なるアクション・エンタテインメント！  
【ストーリー】 隠密に、そして偉大に。それは、若きエリートスパイたちに与えられ
た過酷な任務。北朝鮮当局の大規模な作戦実行に備え南に潜入、田舎町でバカ
のふりをして地域に溶け込むよう命じられた北の若きエリートスパイ、リュファン。
彼は町で住民を観察しながら、作戦実行命令が下されるその時をひたすら待ち 
わびていた。そうして潜入から2年が経ったある日、同志のヘランがロックミュージシャンになるという謎の任務を   
負ってリュファンの前に現れ、更に部下だったヘジンも普通の高校生に扮し同じ町に派遣されてくる。リュファン
は2人に南の習慣などを教えながら、その生活をサポート、3人は徐々に南での日常に溶け込んでいく。そんな中、
遂に彼らが待ち望んだその日はやってくる。当局からの作戦実行命令、しかしそれは、彼らが想像していたより
も過酷かつ孤独な戦いの始まりを告げるものだった・・・。果たして、彼らは無事任務を遂行し、英雄として祖国に
戻ることができるのか？ 
 

『デュラン・デュラン：アンステージド』 
アメリカ/2011 年/112 分/字幕/HD 作品 

放送日時：7/9（土）23：00～ 

出演： サイモン・ル・ボン、ジョン・テイラー、ニック・ローズ、ロジャー・テイラー、ジェラルド・ウェイ、 

 ベス・ディットー、マーク・ロンソン、ケリス 

監督：デヴィッド・リンチ「ツイン・ ピークス」 

写真クレジット：©2013 Magnus Entertainment, LLC. All Rights Reserved 

 

「音楽は、最高にスリリングだ！」 ― デヴィッド・リンチ 

2011年3月23日、LAで行われたデュラン・デュランの超貴重LIVEを鬼才デヴィッ

ド・リンチが監督！ レコードセールス8000万枚超、全米ヒットチャート・シングル

18枚、全英トップ30シングル30枚―80年代以降、世界の音楽シーンを疾走し続

けファンの心をつかんできたUKを代表するバンド、デュラン・デュラン。『イレイザ

ーヘッド』『ワイルド・アット・ハート』『ツイン・ピークス』『マルホランド・ドライブ』―

次々と問題作・話題作を発表し続ける鬼才デヴィッド・リンチ。この異色の組み

合わせが単なるコラボで終わるはずがなく、さらにスペシャルゲストとして「マイ・

ケミカル・ロマンス」のジェラルド・ウェイや「ゴシップ」の歌姫ベス・ディットーらが

加わり、一夜限りの夢のパフォーマンスが繰り広げられる！ 
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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！ 

 

 

 

 

 

 

「チュウォン 2015 SWEET SMILE SPECIAL」 
2015 年/90 分/字幕/HD 作品/ CS ベーシック初放送 

放送日時：7/16（土）23：00～ 

出演： チュウォン（「ヨンパリ」『ハート泥棒を捕まえろ！』） 

写真クレジット：©JOOWON Japan Official Fanclub 

 
2015年11月に東京で行われたファンミーティング＆ライブイベントの模様を放送。
昨年ドラマ「ヨンパリ」で、2015年SBS演技大賞の栄冠に輝き、今最も勢いの  
ある俳優、チュウォンが来日イベントを開催。ドラマ撮影の裏側の他、ミュージカ
ルでも磨かれた歌唱力で聴かせるライブパフォーマンスも必見！ 
 

「男旅～The Friends～ in チェンマイ」 
韓国/2015 年/全 4 話/60 分/字幕版/日本初放送 
放送日時 7/28（木）スタート 毎週（木）23：00～ほか 
出演： 大谷亮平（「ラブソング」、「華政（ファジョン）」）、パク・チュニョン（god）、デニー・アン（god） 
写真クレジット：© iHQ, Inc. 

 
「ラブソング」での福山雅治との共演が話題の俳優大谷亮平と、アーティスト  
グループgodのパク・チュニョン＆デニー・アンが男3人で行く海外旅行記！  
人気バラエティ番組「ルームメイト」でも共演し親しい間柄の3人が、タイ北部に
あるチェンマイとチェンライを旅する。 
 
 

「をとこ道」 
2015 年/全 5 話/10 分/HD 作品 
放送日時：7/4（月）スタート 毎週（月）23：30～ほか 
出演： ：BOYS AND MEN ほか 
写真クレジット： ©Nagoya Broadcasting Network All Rights Reserved. 

 
BOYS AND MEN出演の最新バラエティ番組が初登場！  
東海地区を中心に活動する人気ボーイズグループBOYS AND MENのメンバ
ーが「男らしさ」とは何かを追求する番組！ 
 
【エピソード一覧】 
＃１ をとこ笑い：メンバーへのダメ出しを笑い飛ばす企画！ 
＃２ をとこ着替え：メンバーに持ってきてもらった私服をかっこ良く着こなす企画！ 
＃３ をとこ電話：かかってきた電話の相手が誰であっても、態度を変えず男らしく対応できるか！？ 
＃４ をとこ辻本：番組初登場のあの人が、過去の様々な企画を実行！ 
＃５ をとこ総括：これまでを振り返り、もっとも「をとこ」になったメンバーを決定！ 
 

 

 

 

 

 

 
 

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/

