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大人気タイドラマ「2gether」 

原作者が贈る青春ラブコメ 

「Fish upon the Sky」
「TELASA（テラサ）」で 

見放題【最速】配信決定！！ 

さらに本日！ 

幽霊と幽霊が見える少年による切ない愛の物語

「He’s Coming To Me  

～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た」も 

見放題配信スタート！！ 



         
 

 

動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、現在話題沸騰中のタイ・ドラマ＆バラエティを大幅に

拡充しています。2021 年 7 月から 11 月まで、ドラマを 5 ヶ月連続で見放題【最速】配信、12 月〜1 

月も見放題【最速】配信していましたが引き続き 2 月も見放題【最速】配信が決定しました！ 

 

2 月の見放題【最速】配信は「Fish Upon the Sky」！ 

不動の人気を誇る大人気ドラマ「2gether」原作者による青春ラブコメ！ 
 

今回【2 月 1 日（火）0 時】から見放題【最速】配信が決定したのは大人気ドラマ「2gether」原作者が贈

るドラマ「Fish Upon The Sky」。 

本作は過去の経験から友達が作れない歯学部生ピーの恋の物語。ピーが大学で一目惚れした相手、

総合保健学部のムン・ナーンの隣にはいつも医学部のモークがいて… 

恋敵としてモークを敵視するピーと、ピーをからかうような 思わせぶりな行動をするモーク。ピーの初々

しさや、ピーとモークの奇妙な駆け引き、そしてピーの恋の行方は一体…？ 

ピーを演じる Phuwin とモークを演じる Pond は 2022 年タイ・GMMTV で放送予定の「Never Let Me 

Go」での主演も発表されている今注目の若手俳優。さらにナーンを演じるのは「A Tale of Thousand 

Stars」（TELASA で見放題配信中）で主演を務めた Mix！豪華俳優陣による本作をお見逃しなく！ 

 

 

幽霊と幽霊が見える少年による切ない愛の物語 

「He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た」も 

見放題に登場！ 
 

さらに、本日 1 月 15 日（土）からは「He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来

た」も見放題での配信がスタートしました。 

本作は清明節（お墓参りをして祖先を供養する中国の祝日）に出会った幽霊と人間が織りなす切ないラ

ブストーリー。 

切ない物語に、主演の Singto（「SOTUS」シリーズ主演など）と Ohm（「Bad Buddy Series」主演など）の

繊細な演技が相まって、切なさが溢れ心揺さぶられること間違いなしの珠玉の 1 作。 

これまで TELASA（テラサ）ではレンタル配信をしておりましたが、見放題配信のご要望も多くいただき、

この度見放題に登場！繰り返し何度でもお楽しみください！ 

 

寒さが厳しくなりましたが、「Fish Upon The Sky」や「He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の

隣にやって来た」そしてタイドラマ＆バラエティで心温まる時間がお届けできれば嬉しいです。  

 

TELASA（テラサ）では引き続きタイ・ドラマ＆バラエティを拡充してまいります。今後のラインアップも順

次発表しますので続報をお待ち下さい！ 

「TELASA（テラサ）」で配信するタイ・ドラマ＆バラエティのコンテンツ詳細および最新情報は、

https://navi.telasa.jp/thai や TELASA（テラサ）公式タイコンテンツツイッター＠TELASA_thai などで随時お

知らせします。 

 

1 月 15 日（土）見放題配信スタート！ 

＜「He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た」（全 8 話）あらすじ＞ 

https://navi.telasa.jp/thai
https://navi.telasa.jp/thai


         
 

清明節（お墓参りをして祖先を供養する中国の祝日）に出会った幽霊と人間が織りなすラブストーリー。 

22 歳の誕生日に心臓マヒで死んだ青年メット。成仏できずに幽霊となった彼は、墓参りに来る身内もいな

いまま墓地で孤独に暮らしている。ある年の清明節、メットの墓の隣にタンという少年がやって来る。タンに

は幽霊が見えると気づいたメットは…。 

 

2 月 1 日（火）見放題【最速】配信スタート！ 

＜「Fish Upon The Sky」（全 12 話）あらすじ＞ 

歯学部に通うオタクで冴えないピー。そんなピーが大学で一目惚れをする。相手は総合保健学部のムン・

ナーン。だがナーンの隣にはいつも医学部のモークがいた。恋敵としてモークを敵視するピーだったが、モ

ークはピーをからかうような 思わせぶりな行動をする。モークの真意は何なのか？ 

人間不信のピーとポーカーフェイスの色男モークの奇妙な駆け引きが始まる。 

 

 

◆TELASA（テラサ）公式タイコンテンツ特設サイト： https://navi.telasa.jp/thai 

◆TELASA（テラサ）公式タイコンテンツ Twitter ： https://twitter.com/TELASA_thai 
 

 

＜タイに注力中のテラサ配信ラインナップはこちら＞ 

【ドラマ】 

 
■ 「Bad Buddy Series」（全 12 話） 
【見放題最速】配信中 

＜作品概要＞ 

パーンとパットの両親たちは、激しいライバル意識を持ち、長年にわたり何かにつけて競い合ってきた。その影響で、

幼い頃からお互いを意識しながら張り合ってきたパーンとパットだが、そんな生活に疲れてしまった 2 人はついに仲

良くなることを決意する。しかし、両親の手前、自分たちの友情は隠さなければならず…。 

 

■ 「The Gifted」（全 13 話） 
【見放題最速】配信中 

＜作品概要＞ 

成績に基づいてクラス分けされ、生徒の待遇も変化する厳格な評価システムが存在するリッターウィッタヤーコム校。落

ちこぼれのパンは最下位の 8 クラスに所属する平凡な生徒だった。 

クラス分け試験の当日、突如頭の中に聞こえてきた声に戸惑いながらも、最終問題を記述するパン。なんと最上位のギ

フテッド・プログラムに合格したのだった。担当教師から“自らの潜在能力”をみつけるよう言われたパンだったが、自分の

能力が何かもわからず・・・ 

 

■ 「The Gifted Graduation」（全 13 話） 

【見放題最速】配信中 

＜作品概要＞ 

前作「The Gifted」の続編。衝撃の最終回から１年後。新しい仲間も加わり、新たに問題に立ち向かう・・・！ 

 

とある場所で怪しげな機械装置に繋がれた女性が何らかの実験にかけられている。絶叫する彼女とその前に佇む 2

人の青年たち… 

時は 2020 年、ギフテッド・プログラムに入ることを目標に入学したタイム。先輩で風紀委員のサードから、ギフテッド

15 期生の事件により昨年プログラムが閉鎖されたことを聞き、同級生グレースの協力も得て、再開を求める署名活

動を行う。教育大臣により派遣された新任の副校長ダーリンから、プログラム再開が告げられた。ダーリンの目的と

は？そしてギフテッドを調査するタイムが夜の教室で目撃したものとは… 

 

https://navi.telasa.jp/thai
https://twitter.com/TELASA_thai


         
 

■ 「BLACKLIST」（全 12 話） 
【見放題最速】配信中 

全国トップクラスの進学校だが謎の多いエーカナン高校に入学したトラフィックは、同校に通い行方不明になった姉・

ファーの手がかりを探していた。 

この学校は何かがおかしいと気付き始めていたトラフィックは、エリート校ににつかわしくない不良教師のワンパデット

から、学園の謎を調査するために集められた生徒だけの秘密グループ『ブラックリスト』に誘われる。 

果たしてトラフィックは失踪した姉を探し出すことができるのか？ 

そして謎の組織『神の手』と学園の真の目的とは！？ 

 

■ 「The Shipper」（全 12 話） 
【見放題最速】配信中 

＜作品概要＞ 

女子高生のパンと親友ソーダは、頭脳明晰なキムとケンカの強いウェイという二人のイケメン先輩たちを妄想の中で

カップリングさせ、日夜“BL 小説”を描きまくっていた。ところが、その BL 小説がきっかけでケンカ騒ぎを起こしたウェ

イは、退学処分となってしまう。パンはキムに謝罪するが、心優しいキムは何も言わずパンをバイクで家まで送ってい

く。しかしその途中、二人は事故に遭ってしまい…。 

 

■ 「A Tale of Thousand Stars」（全 10 話） 
【日本初】配信中 

＜作品概要＞ 

親の金を使い自由な生活を送っていた大学生のティアン。 

実は心筋炎を患っており、移植手術によってなんとか一命をとりとめた。 

自分の命を救った心臓提供者に興味を持つティアンは、トーファンという女性が提供者であることを知る。彼女が住んで

いたという山中の小さな村へ向かうティアン。そこでトーファンと互いに惹かれあっていた森林警備隊長のプーパーと出会

うが…。 

 

■ 「SOTUS S The Series」（全 13 話） 
【日本初】配信中 

＜作品概要＞ 

『SOTUS／ソータス』の続編。舞台は前作から 2 年後、コングポップは工学部の SOTUS のリーダーとなり、アーティットは

オーシャン・エレクトリック社で働きはじめる。環境が変わっていく中で、人生の岐路に立つ 2 人。はたしてどのような未来

を選択するのか。 

 

■ 「2gether」（全 13 話） 

【見放題最速】配信中 

＜作品概要＞ 

大学の新入生タインは、可愛い女子が大好き。女の子に近づくために学部のチアリーディングチームへの入部を決める

が、同級生の男子グリーンに一目惚れされ、行く先々で猛アプローチを受けてしまう。バラ色の大学生活を送るため、偽

装彼氏を作って諦めてもらう作戦を立てるタイン。狙いを定めたのは、軽音部の超イケメン・サラワットで…。 

 

■ 「Still 2gether」（全 5 話） 
【見放題最速】配信中 

＜作品概要＞ 

タインが学校一のモテ男のサラワットに彼氏のフリをしてほしいと依頼したことで動き出した 2 人の関係から 1 年後、タイン

とサラワットは大学 2 年に進級し、サラワットは卒業した先輩からの指名で軽音部の部長を引き受けることになった。サラ

ワットはタインを部長補佐に任命するが、その選定に疑問の声が上がり始める。自分が部長補佐にふさわしいことを証明

するため…。 

 

■ 「「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」（全 12 話＋「Theory of Love[特別編]：スタンド・バイ・ミー」） 
【見放題最速】配信中 



         
 

大学三年生のサードは、同じく映画制作を専攻するカイ、トゥー、ボーンとともに通称“ギャングスターズ”と呼ばれる、大学

内でも注目の存在だ。サードには秘密があった。それはカイに恋心を抱いていること。しかしカイは、彼女を作っては別れ

てを繰り返す超プレイボーイ。その上、事もあろうにサードに恋愛相談を持ちかけてくる。 

 

■ 「Dark Blue Kiss ～僕のキスは君だけに～」（全 12 話） 
見放題配信中 

＜作品概要＞ 

ピートとカオ、サンとモークの 2 組のカップルの話を軸に、同性同士の恋愛をするそれそ゚れのカップルか゚、周

囲との関係、親へのカミンク゚アウトや自分たちの生き方について悩みなか゚らも成長していく姿を、プルーを基調とし

た映像美て゚描いた青春ラプストーリー。 

 

■ 「I’m Tee, Me Too／アイム・ティー、ミー・トゥー」（全 8 話） 
【見放題最速】配信中 

＜作品概要＞ 

6 人のワケあり「ティー」が同居⽣活するハートフル・コメディ！愛する母を亡くした大学生のワーティーは、相続した家のロ

ーン返済が滞っていることを知る。母との思い出が詰まった家を守るため、ワーティーは「ティーという愛称の男性のみ応

募可」という条件で居住者を募集する。入居するのは…。 

 

■ 「Our Skyy」（全 5 話） 
見放題配信中 

＜作品概要＞ 

タイ最大手の制作会社 GMMTV を代表する 5 つのドラマでカップルとなった恋人たちのその後を、1 話完結で描いたオム

ニバス ・ ストーリー。 

1 話 「The Senior Secret Love：Puppy Honey」 ピック＆ローム編 

2 話 「My Dear Loser：Edge of 17」 イン&サン編 

3 話 「Cause You’re My Boy（My Tee）」 ティー＆モーク編 

4 話 「Kiss the Series」「Kiss Me Again 」 ピート＆カオ編 

5 話 「SOTUS」「SOTUS S」 コングポップ＆アーティット編 

 

■ 「ラブ・バイ・チャンス／Love By Chance」（全 14 話） 

見放題配信中 

＜作品概要＞ 

国際学部のピートは、工学部のエーとキャンパス内でのアクシデントによって知り合う。ピートはエーに何度も助けられ次第

に思いを寄せていく。一方、エーも世間知らずで危なっかしいピートが気にかかり、友達以上の感情を抱き始めていたこと

でやきもきしていた。 

 

■ 「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」（全 17 話） 
見放題配信中 
＜作品概要＞ 

前世の記憶を持つ青年たちが紡ぐ感動の純愛ラブストーリー。大学に入学したパームは、友達になったティームとマナウ

に誘われ、水泳部の入部テストを見学することに。しかし、水泳部のキャプテンであるディーンを見た瞬間、胸が締めつけ

られる感覚に襲われたパーム。ディーンの存在が気になるも、彼と会うのを怖がっていた。一方、ディーンは水泳部の入

部テストの見学に来ていたパームを見て、理由も分からず目頭を熱くする。 

 

■ 「TharnType／ターン×タイプ」（全 12 話＋スペシャルエピソード） 
見放題配信中 

＜作品概要＞ 

晴れて大学生活が始まり、順調な毎日を送っていたタイプ。しかし、ある日親友のテクノーから、優しくてイケメンなルーム

メイトのターンがゲイだという事実を聞かされる。タイプは、とある理由からゲイが大嫌い。ターンに宣戦布告し、あの手この

手を使って部屋から追い出そうとするのだが…。一方、タイプにケンカを売られる形で最初はやり合っていたターンだが

…。 



         
 

 

■ 「TharnType2 -7Years of Love-」（全 12 話＋スペシャルエピソード） 

見放題配信中 

＜作品概要＞ 

過去のトラウマからゲイが心底嫌いな青年・タイプと、心優しいゲイのターン。数々の困難を乗り越えて「一生一緒にいよ

う」と誓い合った２人は、あれから７年…好きだけでは済まされない様々な問題に直面していた。 

短くも長い年月を共に過ごしてきたことで、価値観の違いや家族との問題など、積もり重なった難題が見え始めてしまった

2 人。果たして、彼らは恋人たちの鬼門と呼ばれる“魔の７年”を乗り切ることができるのか？ 

 

 

【バラエティ】 
 

■ 「Play2gether」 
見放題配信中 

＜作品概要＞ 

「2gether」の出演から一気に世界的な人気を博したブライトとウィンを中心に、ドラマの共演者も出演するトーク番組。ドラ

マの楽曲を再現する演奏シーンも見どころの一つ。 

 

■ 「Friendship with Krist and Singto」 
見放題配信中 

＜作品概要＞ 

「SOTUS」シリーズで知られるクリスとシントーが二人で様々なことに挑戦するバラエティ番組。タイの美しいリゾートでのアク

ティビティあり、おいしそうな料理あり、最後にはそれぞれ撮り合った写真と日記で思い出を振り返る。 

 

■ 「Off Gun Fun Night」 
見放題配信中 

＜作品概要＞ 

「Theory of Love」で知られるオフとガンによるトークバラエティ。二人の寝室のようなセットにゲストを迎え、さまざまなテー

マでトークを繰り広げる。MC の二人はもちろん、豪華なゲスト陣の素顔も覗けるファン必見の番組。 

 

■ 「TayNew Meal date」 

見放題配信中 

＜作品概要＞ 

「Dark Blue Kiss」で主演をつとめたテーとニューのバラエティ番組。二人が街に繰り出し、タイのおいしいものを食べつく

す！まるでデートを覗き見てるようなドキドキ感とともに、タイの最新グルメを知ることができる番組。 

 

■ 「School Rangers」（厳選 20 話） 
見放題配信中 

＜作品概要＞ 

タイ・GMMTV に所属する人気俳優たちが総出演する超豪華バラエティ番組。人気俳優たちがタイの学校を訪れ、生徒

たちと一緒に様々な課題に挑戦し、競い合う大人気シリーズから、厳選 20 エピソードを配信。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＜TELASA（テラサ）とは＞ 

テレビ朝日とＫＤＤＩがタッグを組み、2020 年 4 月にスタートした動画配信プラットフォーム。5G 時代を迎

える中、好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティー、アニメ、

特撮に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届け

します。 

スマホや PC はもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせ

ず楽しめます。 



         
 

月額料金は 618 円～（税込）。初回 2 週間は無料です。（※） 

※再加入の場合、無料期間は付与されません。 

※無料期間終了前に解約すると、料金の請求は発生しません。 

また、Apple ID でご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。 

 

【TELASA（テラサ）公式サイト】 

https://navi.telasa.jp/ 

【配信コンテンツ紹介】 

https://www.telasa.jp/unlimited 
 

 

なお、画像をご使用の際はクレジット表記をお願い致します。 

 

「Fish Upon The Sky」  

©GMMTV 

 

「He’s Coming To Me ～清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た」 

© GMM TV COMPANY LIMITED, All rights reserved. 提供：アジア・リパブリック 13 周年 

 

https://www.telasa.jp/unlimited

