
女性チャンネル♪LaLa TV 2016年 8月おすすめラインナップ 

＜特集＞ 
【追悼】蜷川幸雄  
 『青の炎』『蛇にピアス』「疾走する蜷川幸雄80歳～生きる覚悟～」 
  ほか舞台過去作を放送 
 

7月、８月 シネマelle 連続企画 
“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 
   『ブラインドネス』『Another アナザー』『黒い家』『シャッフル』 

 

  

 

＜おすすめラインナップ＞ 

●海外＆国内ドラマ 
「ミディアム 霊能捜査官アリソン・デュボア」 

「本当に良い時代」「金蘭良縁」「キスのカタチ」「おとりよせ王子 飯田好実」  

●京都特集 
 詳細は追ってご案内申し上げます 

●舞台＆ライブ 
 Ｇ２演出舞台 ＆FT LISLAND&CNBLUE他出演！2015 FNC KINGDOM IN JAPAN 

●ソン・ジュンギ（「太陽の末裔」）映画放送 
『私のオオカミ少年』『ちりも積もればロマンス』 



【特集】追悼 蜷川幸雄    
◆演劇界の鬼才 蜷川幸雄が、金原ひとみの芥川賞受賞作「蛇にピアス」映画化に挑んだ！ 

『蛇にピアス』[HD]日本／2008年／123分／R-15指定相当 

放送日時：2016年8月5日（金）25：15～他 
出演：吉高由里子、高良健吾、ARATA、あびる優、ソニン 
         (特別出演)市川亀治郎(現 猿之助）井出らっきょ、小栗旬、唐沢寿明、藤原竜也  
原作：金原ひとみ（第130回芥川賞受賞作品） 
監督：蜷川幸雄 
脚本：宮脇卓也／蜷川幸雄 
©2008｢蛇にピアス｣フィルムパートナーズ 

◆二宮和也、松浦亜弥他若手キャストを起用。ダイナミックな演出で青春の光と影が交錯する映像エンターテインメント作品 

『青の炎』[HD] 日本／2003年／116分 

放送日時：2016年8月7日（日）16：30～他 
出演：二宮和也、松浦亜弥、鈴木杏、唐沢寿明、竹中直人、山本寛斎、中村梅雀、秋吉久美子 
原作：「青の炎」（角川書店刊）貴志祐介 
監督：蜷川幸雄 
脚本：蜷川幸雄／宮脇卓也 
©2003「青の炎」製作委員会 

◆演出家・蜷川幸雄を2014年から1年半に渡って追ったドキュメンタリー 

『疾走する蜷川幸雄８０歳～生きる覚悟～』[HD] 

 放送日時：2016年8月1日（日）11：00～他 
  日本（TBS）／2014～2015年／全1話／120分 ©HORIPRO 

「世界のニナガワ」と呼ばれ､国際的評価を不動のものにして久しい演出家・蜷川幸雄。 
2014年11月､香港公演中に倒れて緊急帰国､即入院。 
80歳になった蜷川はこれまでも､十二指腸潰瘍､脳梗塞､狭心症などの大病を患ってきた。 
 
病魔と闘いながら現場に立ち続けるモチベーション､蜷川の「強欲」ともいえる表現へのあくなき執着はどこから生まれるのか?  
この稀有な熱量を持つ老演出家は､自らの芸術家人生にどのような終止符を打とうとしているのか?  
2014年5月から蜷川にカメラを向け､約1年半にわたって記録した映像から､蜷川が演出家として何を追い求め､嫌悪し､壊し､残そうとして
いるのかを探る。本人､役者､スタッフ､家族による生の言葉だけで多面的に構築するポートレート・ドキュメンタリーだ。 

LIFE STYLE 

CINEMA 



【シネマelle特集】 
謎が解けるまで眠れない！真夏のサスペンス＆スリラー 

◆ジュリアン・ムーア主演、全世界を震撼させたパニック・サスペンス！ 
 

『ブラインドネス』（字）[HD] カナダ・ブラジル・日本／2008年／121分 

放送日時：2016年8月5日（金）23：00～＜シネマelle＞他 
出演：ジュリアン・ムーア、マーク・ラファロ、アリス・ブラガ、伊勢谷友介 
木村佳乃、 ダニー・グローヴァー 、ガエル・ガルシア・ベルナル 
原作：ジョゼ・サラマーゴ「白の闇」(NHK出版） 
監督：フェルナンド・メイレレス（『シティ・オブ・ゴッド』『ナイロビの蜂[』） 
© 2008 Rhombus Media/O2 Filmes/Bee Vine Pictures 
 

★フェルナンド・メイレレス監督は、8月5日のリオ五輪の開会式で総合演出を手掛ける。 

◆山﨑賢人主演！ 
 数々の権威ある書籍ランキングで高順位を獲得した人気ミステリー小説の実写映画 
 

『 Another アナザー』[HD] 日本／2012年／109分 

放送日時：2016年8月12日（金）23：00～＜シネマelle＞ 
出演：山﨑賢人、橋本愛、加藤あい、袴田吉彦 
原作：綾辻行人 
監督：古澤健（『オトシモノ』『今日、恋をはじめます』） 
 
©2012「Another アナザー」製作委員会 

 
【山﨑賢人・関連情報】 
映画『オオカミ少女と黒王子』（5/28～/ワーナー・ブラザース）佐田恭也役（共演：二階堂ふみ） 
ドラマ「好きなひとがいること」（フジテレビ月９、7月～スタート） 
映画『四月は君の嘘』（9/10～公開予定/東宝）有馬公生役（共演：広瀬すず） 
映画『一週間フレンズ。』（2017年2月～公開予定/松竹）長谷祐樹役（共演：川口春奈） 
 

CINEMA 

CINEMA 



◆サンドラ・ブロック主演の全米大ヒットサスペンス 
 

『シャッフル』（字）[HD] アメリカ／2007年／97分 

放送日時：2016年8月26日（金）23：00～＜シネマelle＞ 
出演：サンドラ・ブロック、ジュリアン・マクマホン、ニア・ロング、ケイト・ネリガン 
監督：メナン・ヤポ（『影のない男』） 
脚本：ビル・ケリー（『魔法にかけられて』） 
 

©2007 Premonition Pictures, Inc. All Rights Reserved. 
 

CINEMA 

◆第4回日本ホラー小説大賞受賞の貴志祐介の小説を『失楽園』の森田芳光監督が映画化。 
 

『黒い家』[HD] 日本／1999年／118分 

放送日時：2016年8月19日（金）23：00～＜シネマelle＞ 
出演：内野聖陽、西村雅彦、田中美里、町田康、桂憲一、石橋蓮司、大竹しのぶ 
原作：貴志祐介（角川ホラー文庫刊）「青の炎」「クリムゾンの迷宮」 
監督：森田芳光（『失楽園』『家族ゲーム』『間宮兄弟』） 
脚本：大森寿美男 
 

©1999 「黒い家」製作委員会 

CINEMA 

【シネマelle特集】 
謎が解けるまで眠れない！真夏のサスペンス＆スリラー 



      【おすすめラインナップ】ドラマ 

 

◆イ・ソジン、2PMのテギョン出演！ 
15年振りに故郷に戻った男が本当の家族の意味を振り返るホームドラマ 

『本当に良い時代』（字）[HD] 韓国（KBS）／2014年／全50話話 

／90分／ノーカット字幕版 

放送日時：2016年8月30日（火）20：00～＜韓流ゴールデン＞(毎週月～金20：00～) 
※再放送 :毎週火～土12：00～ 
 
出演：イ・ソジン「階伯（ケベク）「イ・サン」「結婚契約」 
   キム・ヒソン「ラブリー・アラン」「シンイ－信義－」 
   テギョン（2PM）「ドリームハイ」「君を守る恋～Who Are You～ 」 
   リュ・スンス「黄金の帝国」「冬のソナタ」 
監督：キム・ジンウォン「優しい男」 
脚本：イ・ギョンヒ 
 
Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ 2014 KBS. All rights reserved 
 

♪作品ポイント♪ 
◎イ・ソジン、テギョンのバラエティ番組「三食ごはん」では共演者がゲスト出演を果たした。特に叔父役のキム・
グァンギュは「三食ごはん２」でレギュラーメンバーとなった。（LaLa TVでは12月に放送予定） 
◎注目の若手イケメン俳優パク・ボゴムがイ・ソジンの子役を、AOAのミナがキム・ヒソンの子役を好演！ 
 ※関連情報：イ・ソジン出演「花よりおじいさん３（ギリシャ編）」も再放送予定 
 
 
 
 
 
 

 

DRAMA / 韓国 ノーカット字幕版 一般情報解禁7/1～ 



【おすすめラインナップ】ドラマ 

 

 
◆「宮廷女官 若曦（ジャクギ）」の人気作家トン・ホァ×イケメン俳優 ウォレス・フォ主演！ 
 「蘭陵王」「宮廷女官 若曦（ジャクギ）」に続く、アジアを熱くするラブ史劇が登場！ 

『金蘭良縁』（字）[HD] 中国（江蘇衛視）／2014年／全45話 

分／90分／ノーカット字幕版 

放送日時：2016年8月8日（月）8：30～＜朝の歴史ドラマ＞ 
     毎週月～金8：30～（2話連続） 
 
出演：ウォレス・フォ（「月下の恋歌」） 
   ティファニー・タン（「パンダマン～近未来熊猫ライダー～」） 
   ヴィヴィアン・ウー（『ラストエンペラー』 『宋家の三姉妹』） 
   ゴン・ミー（『李小龍（ブルース・リー）マイブラザー』） 
原作・企画：トン・ホァ（「宮廷女官 若曦（ジャクギ）」「風中の縁」「雲中歌～愛を奏でる～」） 

演出：ファン・ズーチュェン（「一克拉夢想（The Diamond’s Dream）」） 
脚本：ジン・ユエンユエン 
 
© China International TV Corporation 
 

 
♪作品ポイント♪ 
◎「宮廷女官 若曦（ジャクギ）」「雲中歌～愛を奏でる～」今注目の作家トン・ホァ最新作！ 
 

◎イケメン大スター俳優 ウォレス・フォ主演！  
  
◎イケメン＆美女＋運命の出会い、胸キュンのシーン、ドロドロの展開＝鉄板ラブストーリー！！ 
御家のために身代り的に結婚することになった二人がお互いに心を通わせていく恋愛初期の胸キュンシーンから、事実が明か
されて御家のドロドロに巻き込まれていくシーンまで、恋愛のドキドキ、ハラハラの要素が目白押し！さらに、中国史劇の魅
力の一つである美しい衣装や美術に加え、美男美女とくれば、物語に引き込まれること間違いなし！！ 

DRAMA / 中国ラブ史劇 



【おすすめラインナップ】ドラマ 

◆実在するミィディアム(=霊能者)の犯罪捜査を描く、衝撃の新感覚ミステリー!! 

『ミディアム 霊能捜査官アリソン・デュボア（字）』[HD]  

放送日時：2016年8月25日（木）23：00～＜ドラ☆バラ１１＞（２話連続） 

再放送：毎週木23：00～、毎週金13：30～ 
 

アメリカ（NBC）／2005年／全16話／60分 
 
出演：パトリシア・アークエット 
   ジェイク・ウェバー 
   ミゲル・サンドヴァル 
   デヴィッド・キュービット 
製作総指揮：グレン・ゴードン・キャロン 
 ©2016 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. 

 

♪作品ポイント♪ 
◎実在するミディアム(=霊能者)の犯罪捜査を描く、衝撃の新感覚ミステリー!! 
◎主演のパトリシア・アークエットは、本作でTV界のアカデミー賞“エミー賞最優秀主演女優賞”受賞! 
 自分の能力と葛藤しながらも、強い正義感を持ちながら事件と立ち向かっていくアリソンを好演！ 
◎良き理解者である夫と子供たちとの愛と絆に胸が熱くなる作品 
 
【実在の霊能者アリソン・デュボアとは・・・】 
6歳で死者の声を聞き、過去の事件を追体験したり未来を予知する霊能力に気づく。 
全米の司法機関で犯罪捜査官として現在も活躍中。半生を綴った自伝書はニューヨークタイムスベストセラーランキング入り。 
 

 
 
 
 
 
 
 

DRAMA / アメリカ 



【おすすめラインナップ】ドラマ 

 
◆ BOYS AND MEN主演！メンバーが演じる理想のキスのカタチ 

『キスのカタチ』[HD]  

 
放送日時：2016年8月8日（月）23：30～（毎週月23：30～）他 
日本／2016年／全6話 
 
出演：BOYS AND MEN 
  （水野勝、田中俊介、田村侑久、辻本達規、小林豊、本田剛文、勇翔、若菜太喜、平松賢人、土田拓海、吉原雅斗） 
監督：内田英治、小美野昌史、杉田満 
脚本：大島智依、結城紫雄 
 
©「キスのカタチ」パートナーズ 

 

♪作品ポイント♪ 
◎演じるのは、愛知・名古屋発の爆発的人気を誇るボーイズグループ「BOYS AND MEN」のメンバーたち。メンバーがそれぞ
れの主人公を演じ、タイプの異なる恋模様をお見せします。また、今作が、BOYS AND MENメンバー全員にとって"初キス"作
品となっている点も見どころの一つ。照れながらも体当たりで演じ切る彼らの初々しい姿にも注目！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMA / 日本 ＣＳ初放送 



      【おすすめラインナップ】ドラマ 

◆おとりよせをこよなく愛するグルメ男子の日常を描いたコメディ作品 

『おとりよせ王子 飯田好実』[HD]  
 

放送日時：2016年8月24日（水）23：00～ (毎週水23：00～)他  
     ※再放送：毎週（日）10：30～ 
日本（名古屋テレビ）／2013年／全10話 
 
出演：近江陽一郎 
   青山倫子（「逃亡者おりん」「主に泣いてます」） 
   山下リオ（「あまちゃん」） 
   塚地武雅（ドランクドラゴン）（『ハンサム★スーツ』『間宮兄弟』） 
   虻川美穂子（北陽） 
   伊藤修子  
    
原作：高瀬志帆「おとりよせ王子 飯田好実」（月刊コミックゼノン連載中） 
監督：筧昌也 『美女缶』『Sweet Rain 死神の精度』 
脚本：大歳倫弘、酒井善史（ヨーロッパ企画）、高橋幹子「月の恋人」「ちびまる子ちゃん」 
©高瀬志帆／NSP2010 ©2013「おとりよせ王子 飯田好実」製作委員会 

 
♪作品ポイント♪ 
◎人気グルメ漫画の実写ドラマ化！おとりよせをこよなく愛するグルメ男子の日常を描いたコメディ作品！ 
◎出演には、近江陽一郎、青山倫子、山下リオの他、ドランクドラゴンの塚地武雅、北陽の虻川美穂子など人気芸人も登場！ 
  
＜各話のおとりよせ商品＞ 
＃１ 兵庫・但熊「卵かけご飯セット」／＃２ 長崎・壱岐もの屋「島茶漬け」 
＃３ 広島・倉崎海産「花瑠＆花星(オイル＆オイスター)」／＃４ 群馬・游喜庵「キーマカレーうどん」 
＃５ 北海道・Do-foods本舗「松阪牛大とろフレーク」 ／＃６ 北海道・牧家「カチョカヴァロチーズ」 
＃７ 青森・味の加久の屋「いちご煮」／＃８ 大分・中津からあげ もり山「鶏のからげ」 
＃９ 愛知・かぶらやグループ「名古屋大福茶漬け」／＃１０ 佐賀・蔵出しめんたい本舗「蔵出しめんたい」 

DRAMA / 日本 



【その他おすすめドラマ】 

「白鳥麗子でございます！Ⅱ」＜松雪泰子主演＞ 
放送日時：2016年8月21日（日）13：30～（全話一挙放送） 
日本（フジテレビ）／1993年10月／全6話／SD作品 

 
出演：松雪泰子、松岡俊介、田中律子、美保純、水野久美、宝田明 
原作：鈴木由美子『白鳥麗子でございます！』（講談社『mimi』連載） 
 
＜番組内容＞ 
財閥令嬢の麗子（松雪泰子）は哲也（松岡俊介）との結婚式を中断し、 
「世界最高の愛」を演出するため、修道院に身を隠した。 
その後、麗子の祖母で、哲也との結婚を反対する蝶子（風見章子）が帰国。星華大学には、正真正銘の「お嬢サマ」を自認す
るあやめ（田中律子）が現れ、哲也を気に入る。 
 
【作品ポイント】 
松雪泰子主演の人気ドラマ第２弾！哲也役には松岡俊介、麗子のライバル・かきつばたあやめ役には田中律子が出演！ 
  
 

「 シークレット・ガーデン」[HD] 再放送 

放送日時：2016年8月11日（木・祝）～8月15日（月）13：30～（全話一挙放送） 
韓国（SBS）／2010～2011年／全20話／75分or90分／ノーカット字幕版 
 

出演：ジョンビン、ハ・ジョウォン、ユン・サンヒョン 
監督：シン・ウチョル 
脚本：キム・ウンスク 
 
【作品ポイント】 
◎「ジキルとハイドに恋した私」のヒョンビンと「奇皇后」のハ・ジウォンが共演した大ヒットドラマ！大手デパートの御曹
司と、スタントマンの女性が出会い、ひょんなことから二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！
脚本は「相続者たち」のキム・ウンスク。「君の声が聞こえる」のユン・サンヒョン、イ・ジョンソクも出演！ 
 

DRAMA  



            舞台＆ライブ① 
◆谷原章介、戸次重幸ら人気俳優が出演！ 

『こどもの一生』  

放送日時：2016年8月6日（土）23：00～他 
日本／2012年／113分 
 

作：中島らも 
潤色：桝野幸宏 
演出：G2 
出演：谷原章介、中越典子、笹本玲奈、山内圭哉、戸次重幸、玉置玲央、鈴木砂羽、吉田鋼太郎 
撮影：引地信彦 
 

♪作品ポイント♪ 
◎中島らもの傑作ホラーコメディを、谷原章介、戸次重幸ほか人気キャストが演じる！ 

LIVE / 舞台 

◆映画『パコと魔法の絵本』の原作となった舞台 

『MIDSUMMER CAROL～ガマ王子vsザリガニ魔人～』  

放送日時：2016年8月13日（土）23：00～他  
日本／2008年／146分 
 

作：後藤ひろひと 
演出：G2 
出演：吉田鋼太郎、志村玲那、笠原浩夫、新妻聖子、山内圭哉 
   中山祐一朗、戸次重幸、月船さらら、楠見薫、春風亭昇太、岡田浩暉 
撮影：谷古宇正彦 
 

♪作品ポイント♪◎一日しか記憶が持たない少女と、いじわるで金持ちの老人の物語。笑いと感動に 
◎一日しか記憶が持たない少女と、いじわるで金持ちの老人の物語。笑いと感動にあふれたファンタジー作品。 
◎吉田鋼太郎、山内圭哉、新妻聖子、戸次重幸、春風亭昇太など人気キャストが出演！ 
◎『告白』の中島哲也監督で『パコと魔法の絵本』として映画化され大ヒットした。 
◎夏休みの親子向け視聴コンテンツとしても最適！ 

LIVE / 舞台 



            舞台＆ライブ② 
◆片桐仁、中越典子出演。不幸な病に冒された二人の男女の不思議な愛の物語 

『ダブリンの鐘つきカビ人間』[HD]  
 

放送日時：2016年8月20日（土）23：00～ 
日本／2005年／134分 
 

作：後藤ひろひと 
演出：G2 
出演：片桐仁（ラーメンズ）、中越典子、橋本さとし、山内圭哉、中山祐一朗 
        及川健、八十田勇一、田尻茂一、トロイ、山中崇、平田敦子、土屋アンナ 
       姜暢雄、後藤ひろひと、池田成志、若松武史 
撮影：谷古宇正彦 
 

♪作品ポイント♪◎一日しか記憶 
◎中世の町を舞台に繰り広げられる、不幸な病に冒された男女二人の不思議な愛の物語。 
◎片桐仁（ラーメンズ）、中越典子、土屋アンナが出演！ 

◆ FT ISLAND、CNBLUE、ＡOAら日本でも大人気アーティストたちの日本公演ライブ！ 

『 2015 FNC KINGDOM IN JAPAN 』[HD]  
 

放送日時：2016年8月27日（日）23：00～他 
日本／2015年／105分 
 
出演：FT ISLAND、CNBLUE、AOA、N.Flying 
© FNC MUSIC JAPAN INC. 

 

♪作品ポイント♪ 
◎昨年12月に開催された音楽イベント“2015 FNC KINGDOM IN JAPAN”をダイジェストで放送。FT ISLANDやCNBLUEらが
登場！グループステージに加え、メンバーのソロステージやコラボパフォーマンスなども必見！ 

※CNBLUEのイ・ジョンヒョン、AOAのソリョン主演「オレンジ・マーマレード」が7月～CSベーシック初放送！ 

LIVE / 舞台 

LIVE  



 
◆韓国の大人気音楽番組の最新エピソードを、日本独占初放送！ 

『SBS人気歌謡』（字） 
 

放送日時：水曜21：30～ ※再放送：毎週木曜13：30～、日曜24：00～ 
韓国/2016年/90分/字幕/HD作品  
©SBS 

 
韓国SBSで放送されている人気音楽番組の最新エピソードを、女性チャンネル♪LaLa TVが日本独占放送！ 
韓国の放送から2週間後の採れたて情報を、字幕付きでお届け！  
今最も旬なアーティストの華麗なステージが次々と登場する！ 
 

【放送スケジュール】 
8/3  （水）21:30～ほか: ＃872（2016年7/17韓国放送分） 
8/10（水）21:30～ほか: ＃873（2016年7/24韓国放送分） 
8/17（水）21:30～ほか: ＃874（2016年7/31韓国放送分） 
8/24（水）21:30～ほか: ＃875（2016年8/7韓国放送分） 
8/31（水）21:30～ほか: ＃876（2016年8/14韓国放送分） 
 
※出演アーティストは現時点では未定  
※都合により放送内容が変更になる場合がございます。 
 

 
 
 

            舞台＆ライブ③ 

LIVE  日本初放送 



今最もホットな俳優 
ソン・ジュンギ出演映画放送 

◆韓国で700万人を動員した大ヒット作！ 

「太陽の末裔」のソン・ジュンギ主演のファンタジーラブロマンス 

『私のオオカミ少年』（字）[HD] 韓国／2012年／125分 

放送日時：2016年8月6日（土）17：30～他 
 

出演：ソン・ジュンギ(「太陽の末裔（原題）」「トキメキ☆成均館スキャンダル」) 
    パク・ボヨン(「ああ、私の幽霊さま」) 
       チャン・ヨンナム 
       ユ・ヨンソク(『ビューティー・インサイト』「応答せよ1994」) 
監督・脚本：チョ・ソンヒ 
©2012 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved 
 

♪作品ポイント♪◎一日 
◎主演となる“オオカミ少年”を演じるソン・ジュンギは「トキメキ☆成均館スキャンダル」 
そして、2016年最大のヒット作「太陽の末裔」で大ブレイク！今やもっとも旬な俳優として日本でも注目を集めている。 
◎病のため心を閉ざした少女が、少年との出会いによって変わっていく様子を心情豊かに描く。特に今作でのソン・ジュンギ
は“オオカミ少年"という特異なキャラクターに息を吹き込み、すべての感情を表現。その類まれなる演技力が大絶賛され、ソ
ン・ジュンギ シンドロームを巻き起こした。 

◆ソン・ジュンギ×ハン・イェスル主演のロマンチックコメディ！ 

『ちりも積もればロマンス』（字）[HD]  韓国／2011年／114分 

放送日時：2016年8月8日（月）16：30～他 
 
出演：ソン・ジュンギ( 「太陽の末裔（原題）」 ) 
   ハン・イェスル(「マダム・アントワン（原題）」「ファンタスティック・カップル」 ) 
監督：キム・ジョンファン 
©2011 CJ E&M CORPORATION,ALL RIGHTS RESERVED 

♪作品ポイント♪◎ 
◎人気実力派俳優「太陽の末裔」ソン・ジュンギ主演と「ファンタスティック・カップル」のハン・イェスル夢の競演！ 
◎ニートの主人公がお金を稼ぐために謎の女と奔走する姿を描いたロマンチック・コメディ！ 

CINEMA 

CINEMA 



       オリジナル番組    

◆歌舞伎俳優・中村隼人と料理研究家の寺田真二郎がラフなトークを繰り広げつつ、 
“手軽なのに味は本格派”な料理の数々に挑む、クッキングトークバラエティ 

『メンズキッチン』[HD] (30分） 

 放送日時：＃９：2016年8月2日（火）23：00～他 
      ＃１０：2016年8月16日（火）23：00～他 
© 女性チャンネル♪LaLa TV 

※＃９「日本全国食べ尽くし」京都編、＃１０「日本全国食べ尽くし」熊本編 

◆今をときめく新宿二丁目のオネェ様たちがLaLa TVで放送する一押し番組をピックアップ！ 
オネェ独自の見解と愛のある毒舌コメントでオススメトークを繰り広げる！ 

『LaLaネェのオス♂スメ』#27＃[HD]（15分） 

初回放送日時：2016年8月20日（土）8：15～他  
© 女性チャンネル♪LaLa TV 

今月は、ドラマ「おとりよせ王子 飯田好実」「ミディアム ～霊能者アリソン・デュボア シーズン１」 
映画『へルタースケルター』舞台「幻の城～戦国の美しき狂気」をピックアップ！ 

◆磯山さやかが“至福の一杯”をもとめて全国を巡る女子一人旅。毎回訪れる場所の街並みを満喫しながら、 
地元ならではの美味しいお酒や料理を堪能。お酒好きが1人でも楽しめるコンパクトな旅をお届け。 

『磯山さやかの“至福の一杯 女子旅”』#11＜茨城編＞ [HD]（15分） 

初回放送日時：2016年8月1日（月）22：45～他 
© 女性チャンネル♪LaLa TV 
 

LIFE STYLE 

◆オトナ女子の興味＆関心深掘りバラエティ 

『ＬａＬａ Ｌｕｘｅ』#6 [HD]（30分） 

初回放送日時：2016年8月17日（水）15：00～他 
© 女性チャンネル♪LaLa TV 
 



       お問い合わせ  

【本資料及び、写真素材に関するお問い合わせ】 
株式会社日宣（校正窓口） 

TEL：050-5893-4118 FAX：03-3295-8094 
メールアドレス：publicity@nissenad.co.jp 

 
★GigaCCへご登録されてないメディア様は、直接LaLaTVよりお写真を提供させて頂きます。 

【作品に関するお問い合わせ】 

ジュピター・エンタテインメント株式会社 
LaLa TV プロモーション担当 渡辺 

TEL:03-6760-8450 
メールアドレス：WatanabeEm@jupiter.jcom.co.jp 

mailto:publicity@nissenad.co.jp

