
GMM NADAO
Project S The Series
タイトル：Spike!
タイトル：Side by Side
タイトル：SOS Skate
タイトル Shoot I Love You 

タイトル：Great Men Academy
タイトル:I Told Sunset about you 



GMM

GMM

NADAO

NADAO
   スポーツをもっと身近に感じ、タイティーン（若者）をスポーツの世界に飛び込ませるシ
リーズ。4種目のスポーツ、4人の監督と多彩な俳優陣がバレーボール、バドミントン、ス
ケートボード、アーチェリーといったスポーツを通じて、競争、友情、愛そして人間関係 

に満ちた若者の大人の階段を登っていく様々な人生を描く。
 

Project S The Series



NADAO NADAO

ドラマのジャンル  : コメディ、ドラマ、ファミリー、青春、スポーツ

あらすじ/ストーリー  : 「テープパンヤー校」の男子バレー部のメンバーで親友4人が、

    ライバルになるストーリー。親友の一人「シン」が一緒に

    決勝トーナメントで優勝する誓いを裏切って（ライバル校に）

    転校したことから、4人の友情に大きな亀裂が生じる。

原作           : タナポン・チャオワーニット 

    ピチャヤ・チャラットブンプラチャー

脚本           : ピチャヤ・チャラットブンプラチャー

タイでの放送局   : LINE TV 

日本での視聴サービス    : U-NEXT Japan 2021年3月3日より

メインキャスト      : タン役：バンク・ティティ

    シン役：ビーム・パパンゴーン

    プーン役：オフ・オーフニティ

    レン役：オート・アワット

    ナーオ役：ジュニア・パナチャイ

著作権担当者           : Ruedee Pholthaweechai

    Director of Sales & International Business

    Contact : inter@gdh559.co.th

                              

タイトル：Spike! (2017)



NADAO

NADAO

NADAO

ドラマのジャンル  : コメディ、ドラマ、ファミリー、青春、スポーツ

あらすじ/ストーリー  : 「テープパンヤー校」の男子バレー部のメンバーで親友4人が、

    ライバルになるストーリー。親友の一人「シン」が一緒に

    決勝トーナメントで優勝する誓いを裏切って（ライバル校に）

    転校したことから、4人の友情に大きな亀裂が生じる。

原作           : タナポン・チャオワーニット 

    ピチャヤ・チャラットブンプラチャー

脚本           : ピチャヤ・チャラットブンプラチャー

タイでの放送局   : LINE TV 

日本での視聴サービス    : U-NEXT Japan 2021年3月3日より

メインキャスト      : タン役：バンク・ティティ

    シン役：ビーム・パパンゴーン

    プーン役：オフ・オーフニティ

    レン役：オート・アワット

    ナーオ役：ジュニア・パナチャイ

著作権担当者           : Ruedee Pholthaweechai

    Director of Sales & International Business

    Contact : inter@gdh559.co.th

                              

NADAO

ドラマのジャンル : コメディ、ドラマ、ファミリー、青春、スポーツ

เあらすじ/ストーリー  : 「バドミントン兄弟」スポーツ一家の温かい家族愛ストーリー。

    夫と別れ、同居している姉妹「タム」と「テーン」にはそれぞれ

    息子がおり、お互いに父親役と二役をこなしながら子育てに協力

     していた。タムの息子「ジム」は自閉症で、6歳児くらいの発達

    程度しかなく、元バドミントン選手のテーンは「ジム」の体と脳

    を動かす訓練のため、家の前で自分の子どもの「ドーン」とバド

    ミントンをやらせる。それがきっかけで「ジム」がバドミントン

    選手並みの抜群の才能をもっていることが判明。「ドーン」と「ジ

    ム」は「いつか最強のダブルスバドミントン選手になります」と

    大きな夢へ向かって第一歩を踏み出す。

原作       : パッタラナート・ピブーンサワットิ์ 

脚本           : ナルベート・グーノー 

タイでの放送局    : LINE TV

日本での視聴サービス   : U-NEXT Japan 2021年3月3日より

メインキャスト      : ジム役：トー・タナポップ・リーラッタナカジョーン

    ドーン役：スカイ・ウォンラウィー・ナティートン

    テーン役：スークワン・ブーンクン

    タム役：プン・ハッタヤー・ウォングラチャーン

著作権担当者      : Ruedee Pholthaweechai, Director of Sales & International Business

    Contact : inter@gdh559.co.th

 

タイトル：Side by Side (2017)



NADAO NADAO

ドラマのジャンル : コメディ、ドラマ、ファミリー、青春、スポーツ

あらすじ/ストーリー  : うつ病に苦しむ高校生の「ブー」は自力で治そうとしている。
    ある日「サイモン」と名乗る奇抜な緑髪の男が率いるスケートボ

    ードギャングと出会う。この奇抜な緑髪男との出会いによって、

    ブーのうつ病人生が永遠に変わるとは誰も予想していなかった。

原作         : パット・ブンニティパット、トサポーン・リエントーン、

    エークポン・サラーンセート、ティーラパット・

    チャルーンパクディー

脚本           : パット・ブンニティパット

タイでの放送局   : LINE TV

日本での視聴サービス   : U-NEXT Japan 2021年3月3日より

メインキャスト      : ブー役：ジェームス・ティーラドン

    サイモン役：トニー・ラークゲーン

著作権担当者           : Ruedee Pholthaweechai

    Director of Sales & International Business

    Contact : inter@gdh559.co.th

タイトル：SOS Skate (2017)



NADAO

NADAO

NADAO

NADAO

ドラマのジャンル : 青春 

あらすじ/ストーリー  : ボーとサーンはアーシャウィンとフェームが友達以上の仲だと  

              知り、ボーはアーチェリー練習を諦めかける。また、マー先輩は

              ボーとサーンに大会の楽しさを感じてもらうために、アーチェリ

              ー大会の出場を提案する。この小さな大会が人の心を動かし、思

              った以上の意味を持ち、4人の関係を変化させるきっかけとなる。

原作           : タニダー・ハーンタウィーワッタナー、

    グリスダー・カニウィチャーゴーン、

    ワストーン・ピヤーロム

脚本           : タニダー・ハーンタウィーワッタナー 

タイでの放送局  : Line TV

日本での視聴サービス   : U-NEXT Japan 2021年3月3日より

メインキャスト   : ボー役：フラン・ナリーグン

    セーン役：ジェイジェイ・クリッサナプーム

    アーシャウィン役：ノン・チャーノン

    フェーム役：ターヌン・ガンヤーウィー

著作権担当者      :  Ruedee Pholthaweechai

    Director of Sales & International Business

    Contact : inter@gdh559.co.th

タイトル：Shoot I Love You (2017)



NADAO NADAO

ドラマのジャンル : ロマンチック、ファンタジー、コメディ

あらすじ/ストーリー  : ‘森の真ん中にある紳士学校「グレートメンアカデミー」からそう

              遠くない小さなコテージに住む夢想家の少女「ラブ」。ラブが夢

              中になっている「ウィヤ」は「グレートメンアカデミー」の絶大

              な人気を誇る３年生。手が届かない雲のような存在のウィヤを慕

              い続けるラブに、ある日、男に変身してしまうミラクルが起きる。

              ラブは双子の友人の強い勧めを信じ、ウィヤに一歩でも近づけるี่ 

              ように「グレートメンアカデミー」の一年生として入学する。た

              だ、物事はそう簡単にはいかないのが現実。愛、友情、成長に満

              ちたGreat Menたちにとんだ騒ぎが巻き起こる。

原作            : ワンウェーオ・ホンウィワット

脚本           : ワンウェーオ・ホンウィワット

タイの放送局   : Channel One、Line TV 

日本での視聴サービス   : Fuji on Demand 2021年4月より

メインキャスト      : ウィエ役：パリス・インタラコマンスット

    テンモー役：ジェイジェイ・クリッサナプーム・

    ピブンソンクラーム

著作権担当者 ิ์      : Nadda wangrattanasopon

             Senior Account Executive - Partnership

              Contact : noknd.nadao@gmail.com

タイトル：Great Men Academy (2019)



NADAO

NADAO NADAO

ドラマのジャンル : ロマンチック、青春

あらすじ/ストーリー  : 何年も離れ離れだった幼なじみの「テー」と「オーエー」は中国

              語学習塾で再会する。同じ夢を持つ二人だが、今は同大学コミュ

              ニケーションアーツ学部を目指している受験生同士、いわゆるラ

              イバルに関係が変わる。ライバルの二人はお互いを意識し始め

              る。同時に、大人になって再会した二人はお互いのことをよく知

              るようになり、幼い頃にはない感情が芽生え出す。

原作           : ナルベート・グーノー、アラットポーン・ポーキンパーゴーン、

    ガラゲート・ノラセートターポーン、ナロン・チョートスンナーン

脚本   : ナルベート・グーノー

タイでの放送局   : LINE TV 

日本での視聴サービス   : 近日配信予定

メインキャスト      : ビルキン・フッティポン・アッサラッタナクン（テー役）

    ピーピー・クリット・アムヌアイデートチャコーン（オーエー役）

著作権担当者  : Nadda Wangrattanasopon

    Senior Account Executive – Partnership

    Contact : noknd.nadao@gmail.com

NADAO

ドラマのジャンル : ロマンチック、ファンタジー、コメディ

あらすじ/ストーリー  : ‘森の真ん中にある紳士学校「グレートメンアカデミー」からそう

              遠くない小さなコテージに住む夢想家の少女「ラブ」。ラブが夢

              中になっている「ウィヤ」は「グレートメンアカデミー」の絶大

              な人気を誇る３年生。手が届かない雲のような存在のウィヤを慕

              い続けるラブに、ある日、男に変身してしまうミラクルが起きる。

              ラブは双子の友人の強い勧めを信じ、ウィヤに一歩でも近づけるี่ 

              ように「グレートメンアカデミー」の一年生として入学する。た

              だ、物事はそう簡単にはいかないのが現実。愛、友情、成長に満

              ちたGreat Menたちにとんだ騒ぎが巻き起こる。

原作            : ワンウェーオ・ホンウィワット

脚本           : ワンウェーオ・ホンウィワット

タイの放送局   : Channel One、Line TV 

日本での視聴サービス   : Fuji on Demand 2021年4月より

メインキャスト      : ウィエ役：パリス・インタラコマンスット

    テンモー役：ジェイジェイ・クリッサナプーム・

    ピブンソンクラーム

著作権担当者 ิ์      : Nadda wangrattanasopon

             Senior Account Executive - Partnership

              Contact : noknd.nadao@gmail.com

タイトル:I Told Sunset about you (2020)


