プレスリリース
報道関係者各位

2017 年 7 月 12 日
FOX ネットワークス株式会社

マイケル・ジャクソンの愛娘パリス・ジャクソンが TV ドラマ初出演！
シーズン 2 の制作も既に決定している話題の音楽ドラマ

『STAR 夢の代償』
FOX チャンネルで 7 月 12 日（水）日本最速！独占放送スタート
プレゼントキャンペーンも実施
海外ドラマ・エンターテイメント専門チャンネル FOX（運営：FOX ネットワークス株式会社、本
社：東京都品川区、代表取締役社長：デイビッド・シン）は、米国ドラマ史の記録を塗り替えた大
ヒットドラマ 『Empire 成功の代償』 のリー・ダニエルズが手掛ける新たな音楽ドラマ 『STAR
夢の代償』 を 2017 年 7 月 12 日(水)午後 10：00 から日本最速放送いたします。本作には、
マイケル・ジャクソンの愛娘パリス・ジャクソンが女優としてゲスト出演しており、ＴＶドラマ初出
演を果たしたことでも話題となっています。アメリカで、シーズン 1 の放送終了を待たずに、シ
ーズン 2 の制作が決定した、異例の人気作です。
『STAR 夢の代償』 は、今やアメリカ TV 界のヒットメーカーとなったリー・ダニエルズが手掛
ける、華やかで険しい音楽業界を駆け上がる若きヴォーカリストたちのドリーム・ストーリーを描
いた音楽ドラマです。本作では音楽シーンの中にミュージカル的な要素も加わり、エンターテイ
メント性の高い作品となっています。 また、登場する楽曲のほとんどは本作のために書き下ろ
されたオリジナルソングで、メインキャストを務める 3 人（スター役のジュード・デモレスト、シモ
ーネ役のブリタニー・オグラディ、アレクサンドラ役のライアン・デスティニー）全員がシンガーと
してのバックグラウンドを持ち、劇中でも圧巻の歌声、パフォーマンスを披露しています。
本作では、マイケル・ジャクソンの愛娘パリス・ジャクソンが、インスタグラムで話題のセレブ役で TV ドラマ初出演を果たし、
また 3 人をバックアップする元 R&B 歌手でサロン経営者カルロッタ役のアカデミー賞ノミネート女優クイーン・ラティファをはじ
めとするベテラン役者陣が脇を固めています。若きヴォーカリストの一人アレクサンドラの父親役に世界的ロックスターのレニ
ー・クラヴィッツが、そして母親役は伝説のスーパー・モデル、ナオミ・キャンベルが演じます。レギュラー陣・ゲストスター共に
多彩な顔ぶれが揃い、番組を大いに盛り上げています。 既にシーズン 2 の制作も決定しており、『Empire 成功の代償』と共
に音楽ドラマとしての地位を確立しつつある本作の、今後の展開に大きな注目が集まっています。
また、FOX は本作の独占日本最速放送を記念して、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンを 2017 年 7 月 19 日より
実施いたします。詳細は公式サイト（tv.foxjapan.com）のプレゼントページをご覧ください。さらに、本作のプロモーション映像
も公式サイト(tv.foxjapan.com)に公開しています。番組の世界観を感じて頂き、本編を楽しみにして頂けたらと思います。今後
も FOX チャンネルは、アメリカで話題の人気作を日本最速でお届けしてまいります。
※画像クレジット： ©2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

放送スケジュール

『STAR 夢の代償』 FOX チャンネルにて
7 月 12 日(水) 午後 10 時放送スタート！毎週水曜 午後 10 時～11 時 他
＜ストーリー＞
絶対の歌唱力と自信を武器に、メジャーデビューを夢見る若き少女スター。不遇な生い立ちを経て、離れ離れになった最愛の妹シ
モーネと、インスタグラムで互いを励まし合う刺激的なライバル、アレクサンドラと共に音楽活動を始めることになった彼女たちが、
華やかな音楽業界のスターダムを駆け抜けるべく、底辺のスタートから成長していく姿を描く。

プレゼントキャンペーン概要
期間：
プレゼント：
応募方法：

2017 年 7 月 19 日から 8 月 18 日まで
番組特製マイク型 Bluetooth スピーカー10 名様
公式サイト（tv.foxjapan.com）のプレゼントページの応募フォームから応募

＜報道関係者の方のお問い合わせ先＞
FOX ネットワークス株 式 会 社 マーケティング部 PR foxtvpr@fox.com
■視聴者の方のお問い合わせ先

FOX カスタマーサービス

TEL.0570-000-620

（10:00-20:00 年中無休）

『ＳＴＡＲ 夢の代償』 企画・製作総指揮・脚本
リー・ダニエルズ
1959 年、アメリカ・ペンシルバニア州出身。俳優、映画監督、プロデューサーとして活動。2009 年の映
画「プレシャス」で、作品賞、監督賞を含むアカデミー賞 6 部門にノミネートされ、初めて黒人として全米
監督協会賞を受賞。その他、映画作品としてはハル・ベリーのアカデミー主演女優賞受賞作となった映
画「チョコレート」や、フォレスト・ウィテカー主演の「大統領の執事の涙」などといったヒット作の監督を務
める。ドラマ作品として彼が始めて手がけた作品「Empire 成功の代償」は、米国テレビ史の視聴者数記
録を塗り替えた超異例のヒットシリーズとして快挙を達成している。

『ＳＴＡＲ 夢の代償』 主なキャスト
スター・デイビス役
音楽業界でメジャーデビューを夢見る 18 歳の少女。母メアリーをドラッグの過剰摂取によって失い、里
親を転々としながら血縁関係の無い家庭の中で育つ。生まれながらにして類まれなる歌声を持ち、い
つの日かメジャーデビューを果たすという固い信念の下、アトランタで活動することを決意。

ジュード・デモレスト
1992 年、アメリカ・ミシガン州出身。TV シリーズでは「DALLAS/スキャンダラス・シティ」などに出演経
験があるが、レギュラーとして出演するのは本作が初めて。ミュージシャン、作曲家としても活動し、「Xファクター」で誕生したガールズグループ「フィフス・ハーモニー」の楽曲である“Work From Home”を
共同で作曲した。

シモーネ・デイビス役
スターの妹。母親の死後、スターとは違う家庭で養育されるものの、里親からの性的な虐待の被害に遭
う。スターと同じく歌手として活躍するという夢を叶えるため、グループに加わる。

ブリタニー・オグラディ
1996 年、アメリカ・バージニア州出身。4 歳の頃からダンス、歌唱、演技を始め、ワシントン D.C.のジョ
ン・F・ケネディ・センターやホワイトハウスなどを舞台に、その力量を披露してきた。TV シリーズ「犯罪
捜査官アナ・トラヴィス」でデビューを飾り、以後「The Messengers」などに出演。

アレクサンドラ役
スターの音楽仲間。インスタグラムを通じてスターと知り合い、彼女の歌唱力を認める。父親は有名ミ
ュージシャンであり、ニューヨークの裕福な家庭で育つ。自身もシンガーソングライターとして活動する
が、父親の管理下に置かれた生活に疑問を感じ、スターたちと組むことを決意。

ライアン・デスティニー
1995 年、アメリカ・ミシガン州出身。「偽りの太陽 ～Low Winter Sun」に出演する若手の女優、歌手。
2015 年公開の映画「A Girl Like Grace」ではその演技が認められ、Nollywood and African Film
Critics' Award (NAFCA)で最優秀主演女優賞にノミネートされた。

ジャヒル･リベラ役
スターたちのマネージャー。スターとシモーネの母親メアリーとカルロッタの R&B デュオでもマネージ
ャーを務めていた。一時は腕利きのタレントマネージャーとして活躍していたが、金銭トラブルで下火
に。スターたちの才能を見出し、自身のキャリア復活に躍起になる。

ベンジャミン・ブラット
1963 年、アメリカ・カリフォルニア州出身。「LAW & ORDER」のレイ・カーティス役としてレギュラー出
演し、エミー賞助演男優賞ドラマシリーズ部門でノミネートされている。自身がプロデューサーも兼ねた
「The Cleaner」ではその演技力が認められ、アルマ賞を受賞。その他、「モダン･ファミリー」や「24：リ
ブ･アナザー･デイ」など数々の TV シリーズに出演。
※画像クレジット： ©2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

『ＳＴＡＲ 夢の代償』 主なキャスト 続き
カルロッタ･ブラウン役
スターたちの母親メアリーの親友。かつてはメアリーと R&B デュオ“ミックス・ハーモニー”を組んでい
た。メアリーの死後、一時はスターとシモーネの養育を引き受けるが、自身もドラッグに溺れていた経
験があり、2 人は別々の里親に引き取られる。現在は教会へ通いゴスペル歌手として活躍、自身が経
営するサロンで 3 人の面倒をみることに。

クイーン・ラティファ
1970 年、アメリカ・ニュージャージー州出身。ラップ歌手としてキャリアをスタートさせ、1994 年にグラ
ミー賞を受賞して以降、計 6 回のグラミー賞受賞を経験している。女優としてのキャリアも輝かしく、
2002 年公開のミュージカル映画「シカゴ」ではアカデミー賞、ゴールデン・グローブ賞、全米映画俳優
組合賞それぞれでノミネートされている。

コットン役
カルロッタの娘。“アーノルド”という男子として生を受けるが、後に性転換。カルロッタの経営するサロ
ンで働いている。スターにマネージャーを付けるため、ストリップクラブでジャヒルを紹介する。

アミヤー・スコット
1988 年、アメリカ・ルイジアナ州出身。アーサーという名の男性として生まれ、後に性転換。モデル、メ
イクアップアーティストとして「ザ・リアル・ハウスワイブス・オブ・アトランタ」などのリアリティーショーに
出演し活躍。本作が女優として出演する始めての作品となる。

『ＳＴＡＲ 夢の代償』 ゲストスター

大物シンガー ローランド役

ローランドの妻 ローズ役

インスタセレブ レイチェル役

レニー・クラヴィッツ

ナオミ・キャンベル

パリス･ジャクソン

※画像クレジット： ©2017 Fox and its related entities. All rights reserved.

■ FOX チャンネルとは
全米のゴールデンタイムで放送中の大人気ドラマやバラエティー番組等、最強のエンターテイメントを最速でお届けしている
有料チャンネル。海外ドラマの金字塔『24』の最新シリーズ『24：レガシー』をはじめ、『ウォーキング・デッド』、『NCIS ～ネイ
ビー犯罪捜査班』といった大ヒットシリーズをどこよりも早くオンエア。まるで本国で見ているようなリアルタイム感で話題作
を堪能できる。スカパー！、ケーブルテレビ、IPTV、dtv、Hulu などで視聴可能。

＜チャンネル公式リンク＞
Web：
tv.foxjapan.com
Facebook：
facebook.com/foxtvjapan
Twitter：
twitter.com/foxtvjapan
Instagram：
instagram.com/fox_japan
Entertainment web media： jalee.jp

(アカウント名: FOX)
(アカウント名: 海外ドラマの FOX チャンネル)
(アカウント名: FOX チャンネル)
(媒体名: JALEE／ジャリー)

