
女性チャンネル♪LaLa TV 2016年10月おすすめラインナップ 
 
1960年代のアメリカに実在した“性科学“の先駆者、 

ウィリアム・マスターズ博士とバージニア・ジョンソン女史の半生を描いた海外ドラマ！ 

ドラマ「マスターズ・オブ・セックス」  
 

『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』公開記念放送！ 

映画『ブリジット・ジョーンズの日記』 

映画『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』 
 

あなたも思わず「あるある！」と、うなずく事間違いなし！ 

女たちの悲喜こもごもを描いたコメディドラマ 

ドラマ「祝女」  
  

＜おすすめラインナップ＞ 

【ドラマ】海外＆国内ドラマ 

「ミディアム２霊能者アリソン・デュボア」 

「家門の栄光」「王の女～もうひとつの項羽と劉邦～」「ＯＬ三人旅シリーズ」「ざけんなヨ！」（ＣＳ初放送）ほか 

【ライブ】舞台＆ライブ 

「お気に召すまま」（ＴＶ初放送）「人間風車」（ＴＶ初放送） 

「歴タメLive～歴史好きのエンターティナー大集合！～」（ＴＶ初放送）ほか 

【シネマ】『セックス・アンド・ザ・シティ』『君の香り』『愛の棘』ほか 

【ライフスタイル】「メンズキッチン」 

ＴＶ初放送 

ＣＳ初放送 
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目玉番組①  

映画『ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期』公開記念！ 
10/1（土）13：30～２作品連続放送！ 
 

❤映画『ブリジット・ジョーンズの日記』 （字）[HD] 

放送日時：10/1（土）13：30～ほか 
監督：シャロン・マグアイア 
原作：ヘレン・フィールディング 
出演：レニー・ゼルウィガー、コリン・ファース、ヒュー・グラント 
アメリカ・イギリス／2001年／97分 
 © 2001 Universal Studios, Studio Canal and Miramax Film Corp. All Rights Reserved. 

 
＜番組概要＞ 
日本を含む世界各国でベストセラーとなったヘレン・フィールディングの同名小説を映画化した爽やかコメディ。ブリジット・ジョーンズ
は出版社勤務のOLで32歳、独身。彼女は新年にあたってひとつの決意をする。「日記をつけ、タバコとお酒を控えめにし、体重を減らし
て、恋人を見つける！」そして、「ハンサムな上司ダニエルには気をつける」――はたして彼女の誓いは無事達成されるのか？ 

 

❤映画『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』 （字）[HD] 

放送日時：10/1（土）15：30～ほか 
 
監督：ビーバン・キドロン 
原作：ヘレン・フィールディング 
出演：レニー・ゼルウィガー、コリン・ファース、ヒュー・グラント 

アメリカ／2004年／107分 
© 2004 Universal Studios - All Rights Reserved 
 

＜番組内概要＞ 
多くの女性の共感を得た『ブリジット・ジョーンズの日記』の第2弾。 
前作で素敵な恋人を得たブリジットが、七転八倒しながら恋のゴールを目指す姿がコミカルに描かれている。 
主要キャストはレニー・ゼルウィガー、コリン・ファース、ヒュー・グラントらが続投で、監督は『輝きの海』のビーバン・キドロン監督。前作以上に
ぽっちゃりしたレニーの変身ぶりにも注目。 

 
※再放送： 『ブリジット・ジョーンズの日記』→10/21（金）23：00～ 『ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの12か月』→10/28（金）23：00～＜シネマelle＞ 

CINEMA 
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      【おすすめラインナップ】ドラマ 

 

 
 
 
 
 
1960年代のアメリカに実在した“性科学“の先駆者、 
ウィリアム・マスターズ博士とバージニア・ジョンソン女史の半生をモデルに描く、 
異色のヒューマンドラマ！ 

ドラマ「マスターズ・オブ・セックス」（字）[ＨＤ] 

放送日時：10/5（水）23：00～ほか放送スタート！＜ドラ☆バラ11＞ 

        ※毎週水曜 23：00～ 
 
出演： 
マイケル・シーン／ウィリアム・マスターズ役（『ミッドナイト・イン・パリ』） 
リジー・キャプラン／バージニア・ジョンソン役（『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』「トゥルーブラッド」） 
ケイトリン・フィッツジェラルド／リビー・マスターズ役（『恋するベーカリー』） 
ニコラス・ダゴスト／イーサン・ハース役（「HEROES」） 
テディ・シアーズ／オースティン・ランガム役（「クライアント・リスト」） 
 
製作総指揮：サラ・ティンバーマン、カール・ペヴァリー 
原作：トーマス・マイヤー 
監督：ジョン・マッデン（『恋におちたシェイクスピア』 ） 
アメリカ（Showtime）／2013年／全12話／60分 
© 2013 Sony Pictures Television Inc. and Showtime Networks Inc. All Rights Reserved. 
 
 

＜番組概要＞ 
1960年代、欧米社会にて起きた「性の革命」。この革命の火付け役となった性科学の先駆者、ウィリアム・マスターズ博士とバージニア・ジョンソン女史を主人公
に、実話に基づいた彼らの艶やかな半生を描く。目の前で被験者に性行為を行ってもらい生理的変化を観測するという大胆なリサーチを30年以上も続けた二
人の関係は、彼らの研究に勝るとも劣らないほど奇妙かつユニークなものであった。 
 
 
 
 
 

目玉番組②  

★ＴＶ初放送！！！★ 
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DRAMA / アメリカ 



      【おすすめラインナップ】ドラマ  

 
 
 

あなたも思わず「あるある！」とうなずく事間違いなし！！ 
女たちの悲喜こもごもを描いたコメディドラマ 
 

ドラマ「祝女」 [ＨＤ] 

先行放送日時：10月2日（日）23：00～（「祝女」「祝女２」先行放送） 

本放送日時：10月10日（月）23：30～24：30（2話連続） 

          ※毎週月曜日23：30～＜ドラ☆バラ１１＞ 
出演：友近、ともさかりえ、市川実和子、佐藤めぐみ、臼田あさ美、早織、入山法子、YOU ほか 
日本（NHK）／30分or60分 
©NHK 

 

＜番組概要＞ 
「女のホンネ」をテーマにした、オムニバス形式のショート・ストーリー集。仕事、休日、アフターファイブなど、 
女性なら誰でもうなずける日常生活の瞬間を切り取り、友人同士や主婦仲間、職場の先輩後輩、恋のライバルなど、さまざまな人間関係にある女
性たちの悲喜こもごもを描く。女性ならではの葛藤や切なさ、思わず「あるある！」と笑ってしまうストーリーの数々をお送りする。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

★ＣＳ初放送！！！★ 

放送日時 タイトル 番組尺 

10/10（月） 
23：30～24：30 

祝女 30分 

祝女Ⅱ 30分 

毎週月曜日23：30～ 
順次放送 

祝女 シーズン１（全10話） 各30分 

祝女 シーズン１ グッとくるストーリー、集めました 60分 

祝女 シーズン１ 帰ってきた！サマースペシャル 60分 

祝女 シーズン２（全20話） 各30分 

祝女 シーズン２ 今夜はホンネで語らせて！スペシャル 30分 

祝女 シーズン３（全15話） 各30分 

目玉番組③  

DRAMA / 日本 
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      【おすすめラインナップ】ドラマ 

戦国時代を生きる男女4人の切ない愛を 
豪華キャストと鮮やかな映像美で描くロマンス史劇 

「王の女たち～もうひとつの項羽と劉邦～」ノーカット字幕版（字）[HD]  

 中国／2012年／全32話 
 

放送日時：10月11日（火）８：30～ ＜2話連続放送＞ 
      ※毎週月～金 ８:30～放送 
 
出演：ジョー・チェン（「ハートに命中100％」） 
     ミンダオ（「カエルになった王子様」） 
     ユエン・シャンシャン 
     ルオ・ジン 
監督：ゲイリー・シン、フー・チュシー 
 

中国／2012年／全32話 
 

©2012 Gcoo Entertainment Co., Ltd. All Rights Reserved. Coordinated by Asia Republic 

 

＜作品概要＞ 
実の姉妹の様に育てられた呂楽（りょがく）と妙戈（みょうか）。二人は共に雲狂（うんきょう）を好きになったことから、少しずつ二人の間に亀裂
が生じる。呂楽には海天（かいてん）、妙戈には羅豊（らほう）という男が現れ愛を求められるが、二人の心の中には常に雲狂がいた。そして雲狂
と海天が天下と女をめぐる争いを始め、呂楽と妙戈も激しく哀しい運命に巻き込まれるのであった―。 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMA / 中国 
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      【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２ 霊能者アリソン・デュボア』（字）[HD]  
 

放送日時：１０月２０日（木）23：00～＜ドラ☆バラ１１＞（２話連続） 

     ※毎週木曜日23：00～放送 
 
出演：パトリシア・アークエット（『トゥルーロマンス』『６才の僕が、大人になるまで。』「CSI：サイバー」） 
    ジェイク・ウェバー（『ホワイトハウス・ダウン』『しあわせへのまわり道』） 
    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 
 

アメリカ（NBC）／2005～2006年／全22話／60分 
©2016 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. 
 

＜番組概要＞ 
実在する霊能者（＝ミディアム）、アリソン・デュボアの犯罪捜査や家族の物語を描いた衝撃のミステリーのシーズン２。 
プッシュ警部が自殺を図ったその晩、アリソンは、若い男女の夢を見る。それから３か月――。プッシュ警部の昏睡状態が続くなか、アリソンの前に警
部の父親の霊が現れ、連続殺人犯を捜す糸口を伝える。一方アリソンの夫ジョーは、妻の仕事のことで精神科医のセラピーを受ける。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMA / アメリカ 
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故・蜷川幸雄演出、成宮寛貴、小栗旬出演のオールメール・シリーズ！ 

「お気に召すまま」 [HD] 
 

放送日時：10月１日（土）23：00～＜エンタメ☆ステージ＞ 
 

出演：成宮寛貴、小栗旬、吉田鋼太郎、菅野菜保之、高橋洋、 月川勇気、大石継太ほか 
演出：蜷川幸雄 
原作：ウィリアム・シェイクスピア 
 

演劇／日本／2004年公演／182分 
© 2007 HORIPRO INC. 

 
＜作品概要＞ 
若き騎士オーランドーは、父の遺産を着服した長兄オリヴァーと仲違いしている。フレデリック公爵も兄を追放して領地を奪っていた。公爵主催のレス
リング大会で優勝したオーランドーは、ロザリンドにひと目惚れするが、公爵は兄の娘であるロザリンドを追放しようとしたので、彼女は公爵の娘で大の
仲良しのシーリアとアーデンの森に逃れる。家を出たオーランドーは、森で男装したロザリンドと出会い、本人とは気付かずにロザリンドへの恋の告白の
稽古相手になってもらう。ライオンに襲われそうになってオーランドーに助けられ、改心したオリヴァーは、初対面のシーリアと恋に落ち、羊飼いとして生き
る決心をする。ロザリンドも元の姿に戻り、オーランドーと結婚する。最後はフレデリックも改心して修道生活に入り、領地を兄の元公爵に返上するこ
とが伝えられ、喜びの中、たくさんの恋人たちの結婚式がおこなわれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      【おすすめラインナップ】舞台  

LIVE / 舞台 ★ＴＶ初放送！！！★ 
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売れない童話作家が掴んだチャンス。 
どん底まで叩き落とされた作家の身に起こる戦慄の出来事とは？ 
永作博美出演。後藤ひろひとによるファンタジーホラー！ーの傑作 

「人間風車」 
 

放送日時：10月8日（土）23：00～＜エンタメ☆ステージ＞ 
 
出演：永作博美、入江雅人、河原雅彦、橋本さとし、山内圭哉、中山祐一朗 
     三鴨絵里子、宮吉康夫、岩橋道子、高木珠里、岩﨑大、宇梶剛士、山西 惇 
作：後藤ひろひと 
演出：G2 
 
演劇／日本／2003年上演／131分 
 

©2003 PARCO, RICOMOTION撮影：谷古宇正彦 

 
＜作品概要＞ 
童話作家の平川はまったく金に縁のない男。その作品のひねくれへんてこ度のせいでまだ一冊の本も出版できず、新聞配達をなりわいとして尚、創
作を続けていた。そんな彼の作品発表の場は近所にある公園。毎週末には子供達が怪獣公園と呼ぶその公園に集い、 
自作のへんてこ童話を語って聞かせるのだった。 
そんなある日、ふと現れる青年が一人。彼の名はおさむ。自らをサムと名乗る彼は軽度の知能障害と言語障害を持っていた。サムは子供達にまぎれ
平川の作品に心を踊らせる。平川はそんなサムとの間に次第に友情を感じ始める。 
ある日大学時代の友人で今はディレクターをしている小杉に会いにテレビ局を訪れた平川は、スタッフと間違われたことがきっかけで、女優アキラと出
会い、恋に落ちる。やがて平川の作る童話は幸せにあふれ、サムや子供達を心から感動させる物へと変化し始めるのだった。 
 
 
 
 

      【おすすめラインナップ】舞台  

LIVE / 舞台 ★ＴＶ初放送！！！★ 
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傑作 
 

 THE ALFEE 「21st Summer 2002 Legend of The Stadium V Silver Legend 」 
 

放送日時：10月15日（土）23：00～25：30＜エンタメ☆ステージ＞ 
 
 

2002年8月24、25日に西武ドームで行われたアルフィーのサマーイベントの模様を収めた作品。 
「メリーアン」「星空のディスタンス」ほか、全24曲収録 
150分 
©ユニバーサルミュージック、プロジェクトスリー 

 

 
THE ALFEE「21st Summer 2002 Legend of The Stadium V Gold Legend」 

放送日時：10月22日（土）23：00～25：30＜エンタメ☆ステージ＞ 
 

2002年8月24、25日に西武ドームで行われたアルフィーのサマーイベントの模様を収めた作品。「Star Ship-光を求めて-」
「クリスティーナ」ほか、全21曲収録。 
150分 
©ユニバーサルミュージック、プロジェクトスリー 

 
 
 

 
 
 
 

      【おすすめラインナップ】ライブ  

LIVE /ライブ ★ＴＶ初放送！！！★ 
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細貝圭や鈴木拡樹をはじめ人気俳優が総出演！ 
歴史を深く知りたくなるシリーズのライブイベント企画！の傑作 

「歴タメLive～歴史好きのエンターテイナー大集合！～」[HD]  
 

放送日時：10月29日（土）23：00～＜エンタメ☆ステージ＞ 
 
 

出演：石井智也、井深克彦、奥谷知弘、寿里、杉江大志、鈴木拡樹、染谷俊之、釣本南、細貝圭、山本匠馬 
MC：金田哲（はんにゃ）、長谷川ヨシテル 
アーティスト：TAKUYA（和太鼓奏者）、Co.慶応（ラッパー）、御歌頭(墨絵師) 
演出：大関真 
企画：座間隆司 
ライブ／日本／2016年上演／130分 
 
©「もっと歴史を深く知りたくなるシリーズ」製作委員会 

 
＜作品概要＞ 
教科書には載っていない、歴史上の偉人たちの興味深いエピソードを伝える もっと歴史を深く知りたくなるシリーズの次なるステージ企画はライブイベ
ント。歴史のおもしろエピソードをショートストーリーとして演じたり、さらに、歌やダンスやトークも織り交ぜて歴史をとことんエンタメするショーを作り上げ
ます！出演は、歴史が好きな俳優、芸人、アーティストなどジャンルを超えて集まります。歴史の見方が変わる、次世代のライブイベント！ 
 
 
 
 
 

      【おすすめラインナップ】ライブ  

★ＴＶ初放送！！！★ 
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LIVE / ライブ 



女性チャンネル♪LaLaTVでも人気を博した、大ヒットドラマの映画化！スリラー 

『セックス・アンド・ザ・シティ（ザ・ムービー）』（字）[ＨＤ] 
 

放送日時：10月７日（金）23：00～＜シネマelle＞ 
出演：サラ・ジェシカ・パーカー、キム・キャトラル、クリスティン・デイヴィス、 シンシア・ニクソン ほか 
監督・脚本：マイケル・パトリック・キング 

アメリカ／2008年／144分 
 

Sex and the City © 2008 IFP Westcoast Erste GmbH & Co. KG.™ New Line Productions, Inc. All rights reserved. 

＜作品概要＞ 
今や作家として成功したキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)は、ビッグ(クリス・ノース)との関係も順調な中、25歳の若いルイーズ(ジェニファー・ハドソン)
を助手として雇うことに。一方、俳優の恋人スミス(ジェイソン・ルイス)とともにロサンゼルスに住むサマンサ(キム・キャトラル)は、ニューヨークの暮らしを
恋しく感じていた。 
 

CINEMA 

今を生きる全ての女性に捧げる、とびきりの物語（エール） 

『グロリアの青春』（字）[ＨＤ] 
 

放送日時：10月14日（金）23：00～＜シネマelle＞ 
出演：パウリーナ・ガルシア、セルヒオ・エルナンデス、マルシアル・タグレ、ディエゴ・フォンテシージャ 
監督：セバスティアン・レリオ 脚本：セバスティアン・レリオ／ゴンサロ・マサ 
スペイン・チリ／2013年／109分 
 

©2013 Fabula - Muchas Gracias 
 
＜作品概要＞ 

チリの首都サンティアゴ。キャリアウーマンとして忙しく働く58歳のグロリアは、息子も娘も独立し、夫との離婚後一人暮らし。 
中年の独身者たちが集まるダンスホールの常連となっていた彼女は、そこで年上の元海軍将校で実業家のロドルフォと出会い、一夜を共にする。グロ
リアにとってロドルフォは理想的なパートナーだったが、彼女は彼が今も元妻や娘たちの世話を焼いていることに我慢が出来なかった…。 
 

CINEMA 

【シネマelle】毎週金曜日23：00～放送 
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パク・シフ主演、国境を超えた運命のラブ・ストーリー 

『君の香り』（字）[ＨＤ] 
 

放送日時：10月９日（日）12：00～ 
 

出演：パク・シフ（『殺人の告白』「王の男」「検事プリンセス」、チェン・ラン『孔子の教え』） 
     リー・シャンシャン、リーヴス、シム・ジウォン 
監督:ツァン・ツイシャン （『ビッグ・ブルー・レイク） 
共同プロデューサー・原作:ワン・ビン（『HERO』『LOVERS』） 
中国・韓国映画／2014年／105分 
© 2014 FLYING VISION FILM & TV MEDIA ADVERTISING (BEIJING) CO., LTD. All Rights Reserved 
 

＜作品概要＞ 
仕事ばかり優先させてきた青年、カン・インジュン(パク・シフ)は、なにも言わず旅立ってしまったガールフレンドを追いかけ上海にやってくる。そこで、偶然出会った中国人の
女性ジュリー(チェン・ラン)の足に怪我を負わせてしまい、一時的に彼女の生活をサポートすることに。一緒の部屋で暮らすことになるが、言葉も通じず、最初は上手くコ
ミュニケーション出来ずに、ギクシャクしていた二人だったが、次第に心が通い合うようになり...。フ)は、なにも言わず旅立ってしまったガールフレンドを追いかけ上海に 

CINEMA 

      【おすすめラインナップ】映画  

「輝くか、狂うか」のチャン・ヒョク主演！狂気の愛に追いつめられていく衝撃の問題作!! 

『愛の棘』（字）[ＨＤ] 
 

放送日時：10月９日（日）23：00～ 
出演：チャン・ヒョク （「輝くか、狂うか」「運命のように君を愛してる」）、チョ・ボア（「馬医」「お願い、ママ」） 
     ソン・ウソン（「離婚弁護士は恋愛中」「百年の遺産」）、イ・ドア（『結婚前夜~マリッジブルー~』） 
監督: キム・テギュン（『彼岸島』『クロッシング』『百万長者の初恋』『オオカミの誘惑』『火山高』） 
脚本: イ・ソンミン 
© 2014 INVENT STONE. All Rights Reserved 
 

＜作品概要＞ 
大ヒット作『火山高』以来、13年ぶりにキム・テギュン(『クロッシング』『彼岸島』)監督と俳優チャン・ヒョクがタッグを組んだ、スキャンダラス・サスペンス! 
一人の女子高生の狂気の愛に追い詰められていく体育教師の恐怖をスリリングに描く。 
 

CINEMA 
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リンジー・ローハン主演！衝撃のエロティック・サイコ・サスペンス 

『ザ・ハリウッド～セックスと野望～』（字）[ＨＤ] 
 

放送日時：10月22日（土）25：30～ 
 

出演：リンジー・ローハン『フォーチュン・クッキー』『今宵、フィッツジェラルド劇場で』 
    ノーラン・ジェラード・ファンク『ボディ・ハント』、ジェームス・ディーン 
     ガス・ヴァンン・サント『ミルク』『エレファント』（全て監督） 
監督：ポール・シュレイダー（『アメリカン・ジゴロ』） 
脚本：ブレット・イーストン・エリス『アメリカン・サイコ』（原作） 
アメリカ／2013年／99分 
© 2013 CANYON THRILLER, LLC 

 
＜作品概要＞ 
かつては女優を目指していたタラだったが、今は夢を忘れ、若くして映画プロデューサーとして成功した恋人のクリスチャンとともに華やかに暮らしている。しかし、セレブのよう
な生活を送りつつも、歪んだ性癖を抱えたクリスチャンとの生活に、タラは漠然とした不安を感じていた。そんなある日、クリスチャンに連れられて食事に出かけるとそこにはか
つての恋人ライアンが、クリスチャンがプロデューサーを務める映画の出演者として、ガールフレンドとともに同席していた。数年前タラとライアンの２人は、映画俳優として成
功することを共に夢見、愛し合う仲だった。やがてクリスチャンの目を盗み再び密会するようになる２人。しかし、嫉妬深いクリスチャンがそれに勘づいた事で、危険なゲーム
の幕があがる・・・。を追いかけ上海に 

CINEMA 

      【おすすめラインナップ】映画  
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永作博美出演。“自分リセット”ムービー 

『同窓会』 [ＨＤ] 
 

放送日時：10月10日（月）24：30～ 
出演：宅間孝行『嫌な女』、永作博美『八日目の蝉』、鈴木砂羽『俺物語！！』、中村獅童、兵藤ゆき、笑福亭鶴瓶他 
脚本・監督：サタケミキオ（「花より男子」脚本、「歌姫」脚本、東京セレソンデラックス主宰） 
日本／2008年／105分 
© 2008「同窓会」製作委員会 
 

＜作品概要＞ 
映画プロデューサーの南克之は高校時代の初恋の相手・雪と結婚しながらも、年下の新進女優と不倫。雪に離婚を切り出すと、あっさり承諾される。しかし、それを聞い
た地元・長崎の同級生たちにとっては一大事。やがて、新作のロケの手配で地元長崎へと帰郷した克之は、高校時代の雪を改めて思い返し、感慨にふける。そんな時、
雪の高校時代からの親友のえりから衝撃的な報せを受ける克之だったが…。  

CINEMA 



「王女の男」「清潭洞＜チョンダムドン＞アリス」のパク・シフ主演作！ 
笑いあり涙ありの大ヒットラブ＆ホームドラマ 

「家門の栄光」ノーカット字幕版（字）[ＨＤ] 
 

放送日時：10月9日（日）14：00～※第5話以降は毎週日曜12：00～放送 

 
出演：パク・シフ(「王女の男」「清潭洞＜チョンダムドン＞アリス」）、ユン・ジョンヒ(「神様、お願い」） 
     シン・グ(「ごめん、愛してる」）ほか 
演出：パク・ヨンス (「誘惑」） 
脚本：チョン・ジウ (「グロリア」 「おバカちゃん注意報～ありったけの愛～」） 
韓国（SBS）／2008年／全54話／75分or90分 
©SBS Productions Inc. 
 

＜作品概要＞ 
宗家という伝統ある家に生まれたダナ（ユン・ジュンヒ）は名家にふさわしい娘に育ったが、ある日、宗家の家系図を買い取りたいという男・ガンソク
（パク・シフ）に出会う。実はガンソクは貧しい出自から今や有力な消費者金融会社の社長までのし上がった成金一家の息子だった。育った環境の
違いのためか反発しながらもなぜか惹かれあう２人…。一方、ダナに一途な想いをよせる年下の好青年・ヒョンギュ。しかしダナには彼を受け入れられ
ない悲しい理由があって・・・。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【その他】おすすめドラマ 

DRAMA / 韓国 
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【その他】おすすめドラマ 

 

「OL三人旅」「新OL三人旅」「帰ってきたOL三人旅」の全３シリーズを放送！ 
 

❤「ＯＬ三人旅」 
放送日時：10月3日（月）～7日（金）16：30～ 
出演：萬田久子、長谷直美、美保純 ほか 
日本（フジテレビ）／1986～1988年／全5話／105分 
©共同テレビジョン 

＜番組概要＞ 
学生時代からの仲良し三人組、裕子（萬田久子）と、俊子（長谷直美）と、恵（美保純）が旅先で訪れた国内の温泉地や海外で不可解な
殺人事件に巻き込まれてしまうサスペンスドラマ。 
 

❤「新ＯＬ三人旅」 
放送日時：10月11日（火）～12日（水）16：30～ 
出演：高木美保、香坂みゆき、村上里佳子ほか 
日本（フジテレビ）／1991年／全2話／105分 
©共同テレビジョン 

＜番組概要＞ 
学生時代からの仲良し三人組、裕子（萬田久子）と、俊子（長谷直美）と、恵（美保純）が旅先で訪れた国内の温泉地や海外で不可解な
殺人事件に巻き込まれてしまうサスペンスドラマ。 
 

❤「帰ってきたＯＬ三人旅」 
放送日時：10月13日（木）～14日（木）、10月17日（月）～19日（水） 
        16：30～放送 
出演：松下由樹 渡辺美奈代 羽野晶紀ほか 
日本（フジテレビ）／1993～1996年／全5話／105分 
©共同テレビジョン 

＜番組概要＞ 
このみ（松下由樹）、まりこ（渡辺美奈代）、まどか（羽野晶紀）の三人組が、旅行に出かけた先で殺人事件に巻き込まれてしまうストーリー。 

ＯＬ三人旅シリーズ DRAMA / 日本 
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【その他】おすすめドラマ 

 

見れば気分爽快！ 
女たちの叫びを人気女優が熱演する痛快オムニバスドラマ！！ 
❤「主婦たちのざけんなヨ！!」「ＯＬたちのざけんなヨ！!」「ざけんなヨ!！」 
 

放送日時：10月20日（木）16：30～スタート 
         ※毎週月～金16：30～ 
日本（フジテレビ）／1992年～2011年／全10話／120分 

©共同テレビジョン 
＜番組内容＞ 
社会や職場や家庭で忍耐を強いられ続けた女性が、その限界で「ざけんなヨ！」とタンカを切る痛快ドラマシリーズ。 
家庭の主婦たちが、日々の暮らしのなかで、夫の浮気や姑、小姑の問題、育児、近所づきあい、家計のやりくりなど、様々な問題に直面する「主婦
たちのざけんなヨ！」やOLたちが社員旅行や通勤、職場での問題に直面する「OLたちのざけんなヨ！」など、女性たちの様々な「ざけんなよ！」を、各
話三人の女優がオムニバスドラマで演じていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ざけんなヨ！シリーズ DRAMA / 日本 

ＣＳ初放送 

放送日 タイトル 出演者 

10月20日 主婦たちのざけんなヨ！!１ 泉ピン子・八代亜紀・桃井かおり・長塚京三 

10月21日 主婦たちのざけんなヨ！!２ かたせ梨乃・工藤夕貴・市毛良枝 

10月24日 主婦たちのざけんなヨ！!３ 池上季実子・国生さゆり・秋本奈緒美・香川京子 

10月25日 ＯＬたちのざけんなヨ！! 松雪泰子・裕木奈江・和久井映見 

10月26日 ざけんなヨ！！5 中森明菜・村井国夫・榊原郁恵・陣内孝則・森尾由美 

10月27日 ざけんなヨ！！6 大地真央・渡辺いっけい・古手川祐子・うじきつよし・千堂あきほ・奥菜恵 

10月28日 ざけんなヨ！！7 沢口靖子・西村雅彦・萬田久子・渡辺正行・多岐川裕美 

10月31日 ざけんなヨ！！8 鷲尾いさ子・八代亜紀・大和田伸・東ちづる 

11月2日 ざけんなヨ！！9 坂井真紀・渡辺満里奈・田中好子・伊武雅刀 

11月3日 ざけんなヨ！！10 風吹ジュン葉月里緒奈・松下由樹 
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毎週火～金曜日11：00～料理番組シリーズ放送 
 
❤「シェアキッチン」（全16エピソード） 
放送日時：10月4日（火）11:00～放送 
話題の料理家３人がキッチンをシェア！テーマに合わせて料理を作り一緒に食べ、美味しい時間を過ごします。 
料理家ならではの食の情報やプライベートトーク満載の新しい料理番組！ 
出演：寺田真二郎、きじまりゅうた、井澤由美子 
©IMAGICA TV 

 

❤「スイーツ・レシピブック」（全２エピソード） 
放送日時：10月25日（火）＆10月26日（水）11：30～放送 
ひとくち食べると誰もがみな笑顔になる。 
そんな魔法の食べ物があるとしたら、それはきっと甘くておいしい「お菓子」のこと。 
手間ひまかけて作る自家製のお菓子を学んだら、幸せを友人におすそ分け。 
誰かにプレゼントしたくなるような、ラッピング方法も一緒に教えます。 
お菓子にまつわるストーリーを織り交ぜながら、まるで絵本を見ているかのように、ほっこりと甘い、お菓子番組。 
出演：コウ静子 
©IMAGICA TV 

 

❤「極味」（＃７～＃17） 
放送日時：11：30～放送中 
食の世界の世界を極めた匠だけが作り出せる味ー極味（きわみ）ー。 
誰もが一生に一度は味わってみたいと思う匠の味。日本で活躍する匠たちが、伝統を守りながらも 
究極の美食を探求し続ける姿を、多彩な料理やその技と共に紹介するドキュメンタリー。 
©IMAGICA TV 

 
 
 
 

     【その他】おすすめ番組① 
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＜先行放送＞ 
大人気シリーズ「花よりおじいさん」＆「三食ごはん」を手がけるナPD最新作！ 
❤「新西遊記」 ※一般情報解禁＝9/1（木） 

先行放送：10/29（土）21：30～ 
レギュラー放送：11/5（土）10：30スタート、毎週土10：30～/21：30～ほか 

 
韓国バラエティ界のトップを走るスター4人、カン・ホドン、イ・スンギ、ウン・ジウォン、イ・スグンが集結。 
中国の古典「西遊記」をモチーフに、中国・陝西省の西安を舞台に繰り広げる 
アドベンチャードタバタ旅行記！カン・ホドンは猪八戒、イ・スンギは三蔵法師、 
ウン・ジウォンは沙悟浄、イ・スグンは孫悟空に扮し、さまざまなミッションに挑戦。 
現地でのコミュニケーションには英語と中国語、通じなければ韓国語、それでも駄目ならジェスチャーと、 
とにかく悪戦苦闘の4人！ 
見事ミッションに成功すればドラゴンボールを獲得、さらに7個すべてを集めれば願いを叶えるチャンスをゲット！？ 
ネット配信プログラムという形をとった本作は配信1日で610万ビュー、1ヶ月の総合ヒット数が4200万を突破し、ネットユーザーの熱い反応を得た。 
これまでも「花よりおじいさん」をはじめ、「花よりお姉さん」や「花より青春」、「三食ごはん」、「三食ごはん 漁村編」とシリーズ作を 
大ヒットさせてきたナ・ヨンソクPDの必見・最新作バラエティ！ 
 

＜ナビ番組＞ 
❤「華政（ファジョン）」ナビ２ 
放送日時：10/2（日）12：45～ほか 
 
ドラマ「華政（ファジョン）」をもっともっと楽しむためのナビゲート番組第２弾！ 
 
 
 
 
 
 

     【その他】おすすめ番組① 
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「イ・サン」「トンイ」脚本家が描く、 
“悲劇”の王女・貞明公主の歴史エンターテインメント大作 

「華政（ファジョン）」 
放送日時：毎週土・日曜日9：30～ほか＜週末ドラ☆バラ＞  
韓国（MBC）／2015年／全65話／60分or75分 
©2015 MBC 
 

❤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」ノーカット字幕版（字）[HD]  

放送日時：毎週月～金曜日20：00～ほか＜韓流ゴールデン＞ 
韓国（KBS）／2014年／全50話 
Licensed by KBS Media Ltd. ©2014 KBS. All rights reserved 
 

❤人気アイドル、BOYS AND MENメンバーの魅力たっぷり企画 

「ボイメンスタイル」 
放送日時：10月3日（月）23：00～ 
出演：BOYS AND MEN 
日本（メ～テレPLUS（配信）／2014年／全３話／60分 

ⓒNagoya Broadcasting Network All Rights Reserved. 
 

❤名古屋発の男性アイドルグループ、BOYS AND MENのバラエティ番組！ 

「ボイメン☆MAGIC ～夜の魔法をキミに～」 
放送日時：毎週月曜日 23：00～ 
出演：BOYS AND MEN 
日本（中京テレビ）／2015年／全49話／30分 

©「ボイメン☆MAGIC」製作委員会 

      絶賛放送中番組 
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       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]  

放送日時： 
＃１３：10月4日（火）23：00～ ほか 
＃１４：10月18日（火）23：00～ほか 
※＃１３ にっぽん全国食べ尽くし～長野編～、＃１４ にっぽん全国食べ尽くし～宮城編～ 
 

出演：寺田真二郎、中村隼人 
 

© 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」#8 [HD] 

放送日時：10月19日（水）15：00～ほか 
 

出演者：小林恵美、松井絵里奈、ドーキンズ英里奈 
© 女性チャンネル♪LaLa TV 
 

LIFE STYLE 

 
「平山あやの“至福の一杯 女子旅”」 ＃1[HD] 

放送日時：10月３日（月）24：00～ほか 
平山あやが“至福の一杯”をもとめて全国を巡る女子一人旅。毎回訪れる場所でいろいろな体験をしながら、  
その土地ならではの美味しいお酒や料理を堪能。女子がアクティブに楽しめる旅をお届け。 
 

出演者：平山あや 
© 女性チャンネル♪LaLa TV 
 

新番組！  
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◆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）[ＨＤ] 
 

放送日時：水曜21：30～ ※再放送：毎週木曜13：30～ 
 

MC：ジョンヨン(Twice)、コン・スンヨン（「風の便りに聞きましたけど！？」）、キム・ミンソク（「太陽の末裔」） 
 

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！ 
©SBS 
 

【放送スケジュール】 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
※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。 
 

 
 

LIVE  

         ライブ 

★日本初放送★ 

放送日時 エピソード ※韓国放送日は変更の可能性あり。 

10/5（水）21：30（初回） #881（2016年9月18日韓国放送分） 

10/12（水）21：30（初回） #882（2016年9月25日韓国放送分） 

10/19（水）21：30（初回） #883（2016年10月2日韓国放送分） 

10/26（水）21：30（初回） #884（2016年10月9日韓国放送分） 
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       お問い合わせ  

女性チャＬａＬａＴＶ カスタマーセンターTEL： 0120-977-888      
（受付時間10～18 時／年中無休） 

 

22 


