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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

TELASA（テラサ） タイドラマ 

GWも見放題【最速】配信！ 

超人気ドラマ「TharnType」の新シリーズ！ 

人気サブカップルのその後を描く 

「Don't Say No 

-心が近づくとき-」 

5月 1 日（日）配信開始！ 
TELASA（テラサ）では「TharnType」シリーズも 

全話見放題！！ 

 



        
拡充しています。2021 年 7 月から毎月見放題【最速】配信ドラマをお届けしており、5 月も見放題【最

速】配信が決定しました！  

 

5月の見放題【最速】配信は「Don't Say No -心が近づくとき-」！ 

超人気作「TharnType2 -7Years of Love-」の人気サブカップル 

【レオ】と【フィアット】のその後を描いたシリーズが登場！ 
 

5 月の見放題【最速】配信作品はヒューマンドラマ「Don't Say No -心が近づくとき-」。【5 月 1 日（日）0

時】から一挙配信となります。 

本作は「TharnType2 -7Years of Love-」に登場した人気サブカップル【レオ】と【フィアット】のその後を

描いた物語。幼馴染から恋人に発展した大学 3 年生のレオとフィアット。恋人になるまで紆余曲折ありな

がらもついに心を通わせた 2 人だったが、長年の友人関係を恋人の関係に移行させるには問題が山積み

で…。 

「TharnType」シリーズの脚本家による先の読めない完全オリジナル作品は必見！本編に加え、「Leo と

Fiat の（愛）の秘密」と「Don't Say No-心が近づくとき-スペシャルエピソード」の 2 エピソードも一挙配信と

なります。 

TELASA(テラサ)では「TharnType／ターン×タイプ」そして「TharnType2 -7Years of Love-」も見放題

配信中。「Don't Say No -心が近づくとき-」配信開始まで関連作もお楽しみいただきながらお待ち下さ

い！ 

 

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。 

 

5 月 1 日（日）見放題配信スタート！ 

＜「Don't Say No -心が近づくとき-」（全 12+2 話）あらすじ＞ 

幼馴染から恋人に発展した大学 3 年生のレオとフィアット。恋人になるまで紆余曲折ありながらもついに心

を通わせた 2 人だったが、長年の友人関係を恋人の関係に移行させるには問題が山積みだった。これま

で一途にフィアットを思い続けてきたレオは、恋愛経験の豊富な彼にどのような愛情表現をすればいいか

わからず、戸惑う日々が続いていた。そしてお互いに、「友人」としては言えていた言葉が「恋人」に変わっ

てからは伝えられなくなっていた。 

そんなとき、レオの両親の元にフィアットの過去に関するある写真が届き…。 

「Leo と Fiat の（愛）の秘密」と「Don't Say No-心が近づくとき-スペシャルエピソード」含む全 14 話を配

信。 

 

 

◆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見放題配信ラインナップはこちら＞ 

【ドラマ】 
■ 「Bad Buddy Series」（全 12 話） 

■ 「Fish Upon The Sky」（全 12 話） 

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


        
■ 「Tonhon Chonlatee」（全 10 話） 

■ 「The Gifted」（全 13 話） 

■ 「The Gifted Graduation」（全 13 話） 

■ 「BLACKLIST」（全 12 話） 

■ 「Who Are You」（全 18 話） 

■ 「Happy Birthday」（全 13 話） 

■ 「Love Beyond Frontier」（全 13 話） 

■ 「The Shipper」（全 12 話） 

■ 「A Tale of Thousand Stars」（全 10 話） 

■ 「SOTUS S The Series」（全 13 話） 

■ 「Still 2gether」（全 5 話） 

■ 「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」） 

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

■ 「I’m Tee, Me Too／アイム・ティー、ミー・トゥー」（全 8 話） 

■ 「Our Skyy」（全 5 話） 

■ 「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） 

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

■ 「ラブ・バイ・チャンス 2／A Chance To Love」（全 13 話） 

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

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

【バラエティ】 
■ 「Play2gether」 

■ 「Friendship with Krist and Singto」 

■ 「Off Gun Fun Night」 

■ 「TayNew Meal date」 

■ 「School Rangers」（厳選 20 話） 

■   「Kiss the Series the Party」 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＜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 および Google アカウント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【Me Mind Y Co.,Ltd. ©all rights reserved】をお願い致します。 

 

https://www.telasa.jp/unlimited


        
 


