4月 アジアドラマチックTV番組表
※外国語放送は字幕放送。 [HD]ハイビジョン放送 #シリーズ回数 詳しい番組情報はホームページをご覧下さい。

1（土）
5

2（日）

00 [HD]中国ドラマ 双程(そうて 00 [HD]韓国バラエティ「スー
パーマンが帰ってきた」
い) -A round trip to Love前編 /お知らせ
▽5:00 #25（前編）
30 [HD]「双程」来日スペシャル
▽6:00 #25（後編）
00 生活情報
00 生活情報
30 生活情報
30 生活情報

6
7
8

30 [HD]ドクターフロスト
ソン・チャンウィ他

30 [HD]ドクターフロスト
ソン・チャンウィ他
★2話いっき見★
★3話いっき見★
▽8:30 #4
▽8:30 #1
▽10:00 #5
（各回後に「お知らせ」）
▽10:00 #2
▽11:30 #3
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他
★4話いっき見★
（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
▽11:30 #1 ▽12:15 #2
[HD]捜査官アリス シーズン
30
▽13:30 #3 ▽14:15 #4
2
キム・ナムジュ（Apink）他
（各回後に「お知らせ」）
13:00-13:30「生活情報」
★2話いっき見★
00 生活情報
▽13:30 前編(追)
00 [HD]チャクペ-相棒▽15:30 後編(追)(終)

9
10
11
12
1
2
3
4
5

（各回後に「生活情報」）
30 生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
ヘ

6
7

★2話いっき見★
▽18:00 #1
▽20:00 #2

8

11
0
1
2

4（火）

5（水）

3

10 [HD]ドキュメンタリー映画
「赤浜ロックンロール」(追)

4

▽3.11から6年
55 お知らせ

6（木）

7（金）

00 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#5 /お知らせ

00 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#6 /お知らせ

00 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#7 /お知らせ

00 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#8 /お知らせ

5

00 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#9 /お知らせ

00 [HD]仮面#13(追)
▽チュ・ジフン、スエ他
/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]仮面#14(追)
▽チュ・ジフン、スエ他
/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]仮面#15(追)
▽チュ・ジフン、スエ他
/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]仮面#16(追)
▽チュ・ジフン、スエ他
/お知らせ
30 生活情報

6

00 [HD]仮面#17(追)
▽チュ・ジフン、スエ他
/お知らせ
30 生活情報

30 [HD]白夜姫#138
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#8
▽イ・サンユン、キム・ソウン
他
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#8
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 [HD]白夜姫#139
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#9
▽イ・サンユン、キム・ソウン
他
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#9
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 [HD]白夜姫#140
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#10
▽イ・サンユン、キム・ソウン
他
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#10
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 [HD]白夜姫#141
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#11
▽イ・サンユン、キム・ソウン
他
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#11
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

7

★3話いっき見★
▽16:00 #3
▽18:00 #4
▽20:00 #5

（各回後に「生活情報」）
（各回後に「生活情報」）
00 生活情報
00 生活情報
30 [HD]韓国映画「二十歳」
30 [HD]白夜姫
▽ジュノ(2PM)、キム・ウビン
パク・ハナ、カン・ウンタク他
他
★5話いっき見★
▽10:30 #131(追) ▽11:15
/お知らせ
#132(追) ▽0:00 #133(追) ▽
40 [HD]インド映画「マダム・イ
0:45 #134(追) ▽1:30
ン・ニューヨーク」(追)
#135(追)
▽シュリデヴィ他
（各回後に「お知らせ」）
15 [HD]韓国バラエティ「スー
パーマンが帰ってきた」
/お知らせ

9
10

3（月）

チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
ヘ

8（土）

▽2:15 #14（前編）(追)
▽3:15 #14（後編）(追)
15 [HD]「双程」来日SP(追)
45 [HD]もっと知りたい!「ラブ」
9（日）

00 [HD]中国ドラマ 双程(そうて 00 [HD]韓国バラエティ「スー
パーマンが帰ってきた」
い) -A round trip to Love後編(終) /お知らせ
▽5:00 #25（前編）(追)
30 [HD]「双程」来日SP(追)
▽6:00 #25（後編）(追)
00 生活情報
00 生活情報
30 生活情報
30 生活情報

8

/生活情報
/生活情報
/生活情報
[HD]キルミー・ヒールミー
00
00 [HD]キルミー・ヒールミー
00 [HD]もう一度ハッピーエン
#19
▽チソン、ファン・ジョンウム
#20(終)
ディング#1
他
▽チソン、ファン・ジョンウム
▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
他
ンホ他 /生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]仮面#15
00 [HD]仮面#16
00 [HD]仮面#17
▽チュ・ジフン、スエ他
▽チュ・ジフン、スエ他
▽チュ・ジフン、スエ他

9
10
11
12
1

/生活情報
00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#2

2

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

3

00 [HD]仮面#18
▽チュ・ジフン、スエ他

4
5

/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#20
▽ジェン・シュアン他
/生活情報

/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#21
▽ジェン・シュアン他
/生活情報

/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#22
▽ジェン・シュアン他
/生活情報

/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#23
▽ジェン・シュアン他
/生活情報

6
7

30 [HD]白夜姫#142
30 [HD]ドクターフロスト
/お知らせ
ソン・チャンウィ他
30 生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
★3話いっき見★
アーゲーム～#12(終)
▽8:30 #6
▽イ・サンユン、キム・ソウン
▽10:00 #7
他
/生活情報
▽11:30 #8
00 [HD]主君の太陽#12
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
（各回後に「お知らせ」）
他
00 生活情報
/生活情報
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン
00 [HD]もう一度ハッピーエン
他
ディング#3
★4話いっき見★
▽13:30 #1(追) ▽14:15
▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
#2(追) #3(追) ▽16:15
▽15:30
ンホ他 /生活情報
#4(追)
00 [HD]仮面#19
（各回後に「お知らせ」）
▽チュ・ジフン、スエ他
15:00-15:30「生活情報」
00 生活情報
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋 00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
寂寞の庭に春暮れて#24
ヘ
▽ジェン・シュアン他
/生活情報
★2話いっき見★
00 [HD]白夜姫#141(追) ▽
▽18:00 #6
20:45 白夜姫#14（各回後に
▽20:00 #7
「お知らせ」）

00 [HD]白夜姫#137(追) ▽
00 [HD]白夜姫#138(追) ▽
00 [HD]白夜姫#139(追) ▽
00 [HD]白夜姫#140(追) ▽
20:45 白夜姫#10（各回後に
20:45 白夜姫#11（各回後に
20:45 白夜姫#12（各回後に
20:45 白夜姫#13（各回後に
「お知らせ」）
「お知らせ」）
「お知らせ」）
「お知らせ」）

8

30 生活情報
00 [HD]主君の太陽#7(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 生活情報
00 [HD]主君の太陽#8(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 生活情報
00 [HD]主君の太陽#9(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 生活情報
00 [HD]主君の太陽#10(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#5(追)

/生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#6(追)

/生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#7(追)

/生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#8(追)

30 生活情報
10 00 [HD]主君の太陽#11(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他
11
/生活情報
0 00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#9(追)

/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#4(追) /お知ら
の愛の法則#5(追) /お知ら
の愛の法則#6(追) /お知ら
の愛の法則#7(追) /お知ら
せ
せ
せ
せ
30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に
春暮れて#17(追) /お知ら
春暮れて#18(追) /お知ら
春暮れて#19(追) /お知ら
春暮れて#20(追) /お知ら
せ
せ
せ
せ
30 [HD]キルミー・ヒールミー
30 [HD]キルミー・ヒールミー
30 [HD]キルミー・ヒールミー
30 [HD]キルミー・ヒールミー
#10(追)
#11(追)
#12(追)
#13(追)
/お知らせ

/お知らせ

/お知らせ

/お知らせ

9

1
2
3
4

30 [HD]ドクターフロスト
ソン・チャンウィ他
★2話いっき見★
▽8:30 #9
▽10:00 #10(終)
（各回後に「お知らせ」）
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他
★4話いっき見★
▽11:30 #5 ▽12:15 #6
▽13:30 #7 ▽14:15 #8
（各回後に「お知らせ」）
13:00-13:30「生活情報」
00 生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
ヘ
★3話いっき見★
▽16:00 #8
▽18:00 #9
▽20:00 #10

（各回後に「生活情報」）
（各回後に「生活情報」）
00 生活情報
00 生活情報
30 [HD]韓国映画「君に泳げ!」 30 [HD]白夜姫
▽イ・ジョンソク、ソ・イングク
パク・ハナ、カン・ウンタク他
他
★5話いっき見★
▽10:30 #136(追) ▽11:15
/お知らせ
#137(追) ▽0:00 #138(追) ▽
45 [HD]韓国映画「ただの友
0:45 #139(追) ▽1:30
達?」(追) ▽1:30 韓国映画
/お知らせ
#140(追)
「少年、少年に会う」(追) ▽
30 [HD]華流ドラマ マーフィー
（各回後に「お知らせ」）
2:00
韓国映画「愛は
の愛の法則#8(追) /お知ら
（各回後に「お知らせ」）
15
[HD]韓国バラエティ「スー
せ
パーマンが帰ってきた」
30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 35 [HD]韓国映画「僕らの青春
春暮れて#21(追) /お知ら
白書」(追)
▽2:15 #15（前編）(追)
せ
▽イ・ジョンソク、パク・ボヨ
30 [HD]キルミー・ヒールミー
▽3:15 #15（後編）(追)
ン他
#14(追)
/お知らせ
15 [HD]「双程」来日SP(追)
50 [HD]東北の海の幸
/お知らせ
45 [HD]もっと知りたい!「ラブ」

4月 アジアドラマチックTV番組表
※外国語放送は字幕放送。 [HD]ハイビジョン放送 #シリーズ回数 詳しい番組情報はホームページをご覧下さい。

10（月）

11（火）

12（水）

13（木）

14（金）

00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#10 /お知らせ
の愛の法則#11 /お知らせ
の愛の法則#12 /お知らせ
の愛の法則#13 /お知らせ

5

00 [HD]仮面#18(追)
▽チュ・ジフン、スエ他
/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]仮面#19(追)
▽チュ・ジフン、スエ他
/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]仮面#20(追)(終)
▽チュ・ジフン、スエ他
/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
ヨンシーズン1 #1

6

/お知らせ
30 生活情報

7

30 [HD]白夜姫#143
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#1
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#13
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 [HD]白夜姫#144
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#2
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#14
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 [HD]白夜姫#145
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#3
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#15
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

15（土）

8

/生活情報

/生活情報

/生活情報

30 [HD]白夜姫#146
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#1
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#16
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

9
10
11
12
1

/生活情報

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#4

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#5

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#6

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#7

2

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

3

00 [HD]仮面#20(終)
▽チュ・ジフン、スエ他
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#25
▽ジェン・シュアン他
/生活情報

00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
ヨンシーズン1 #1
ヨンシーズン1 #2
ヨンシーズン1 #3
▽オ・ジホ、オ・ジウン他
/生活情報

▽オ・ジホ、オ・ジウン他
/生活情報

5

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#26

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#27

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#28

6

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

00 [HD]白夜姫#142(追) ▽
00 [HD]白夜姫#143(追) ▽
00 [HD]白夜姫#144(追) ▽
00 [HD]白夜姫#145(追) ▽
20:45 白夜姫#15（各回後に
20:45 白夜姫#16（各回後に
20:45 白夜姫#17（各回後に
20:45 白夜姫#18（各回後に
「お知らせ」）
「お知らせ」）
「お知らせ」）
「お知らせ」）
30 生活情報
00 [HD]主君の太陽#12(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 生活情報
00 [HD]主君の太陽#13(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 生活情報
00 [HD]主君の太陽#14(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 生活情報
00 [HD]主君の太陽#15(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#10(追)

/生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#11(追)

/生活情報
00 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#12(追)(終)

/生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン!
第1話先行放送

/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#9(追) /お知ら
の愛の法則#10(追) /お知
の愛の法則#11(追) /お知
の愛の法則#12(追) /お知
せ
らせ
らせ
らせ
30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に
春暮れて#22(追) /お知ら
春暮れて#23(追) /お知ら
春暮れて#24(追) /お知ら
春暮れて#25(追) /お知ら
せ
せ
せ
せ
30 [HD]キルミー・ヒールミー
30 [HD]キルミー・ヒールミー
30 [HD]キルミー・ヒールミー
30 [HD]キルミー・ヒールミー
#15(追)
#16(追)
#17(追)
#18(追)
/お知らせ
17（月）

4

▽オ・ジホ、オ・ジウン他
/生活情報

/お知らせ
18（火）

/お知らせ
19（水）

7
8

/お知らせ

20（木）

21（金）

00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#15 /お知らせ
の愛の法則#16 /お知らせ
の愛の法則#17 /お知らせ
の愛の法則#18 /お知らせ

5

00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
ヨンシーズン1 #3
ヨンシーズン1 #4
ヨンシーズン1 #5
ヨンシーズン1 #6

6

/お知らせ
30 生活情報

/お知らせ
30 生活情報

/お知らせ
30 生活情報

/お知らせ
30 生活情報

7

30 [HD]白夜姫#148
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#4
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]相続者たち#1
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 [HD]白夜姫#149(終)
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#5
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]相続者たち#2
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
ン＞スキャンダル#1 /お知
らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#6
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]相続者たち#3
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
ン＞スキャンダル#2 /お知
らせ
30 生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#3
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他
/生活情報
00 [HD]相続者たち#4
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

8
9
10
11
12
1

/生活情報

/生活情報

/生活情報

/生活情報

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#9

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#10

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#11

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#12

2

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

3

00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
ヨンシーズン1 #5
ヨンシーズン1 #6
ヨンシーズン1 #7
ヨンシーズン1 #8

4

▽オ・ジホ、オ・ジウン他
/生活情報

▽オ・ジホ、オ・ジウン他
/生活情報

▽オ・ジホ、オ・ジウン他
/生活情報

▽オ・ジホ、オ・ジウン他
/生活情報

5

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#30

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#31

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#32

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#33

6

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

30 [HD]白夜姫#147
30 [HD]演奏者たち～Page
Turner～
/お知らせ
30 生活情報
キム・ソヒョン、ジス他
00 [HD]私の10年の秘密#2
★3話いっき見★
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
▽8:30 #1
他
▽10:00 #2
/生活情報
▽11:30 #3(終)
00 [HD]主君の太陽#17(終)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
（各回後に「お知らせ」）
他
00 生活情報
/生活情報
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン
00 [HD]もう一度ハッピーエン
他
ディング#8
★4話いっき見★
▽13:30 #5(追) ▽14:15
▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
#6(追) #7(追) ▽16:15
▽15:30
ンホ他 /生活情報
#8(追)
00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
（各回後に「お知らせ」）
ヨンシーズン1 #4
15:00-15:30「生活情報」
▽オ・ジホ、オ・ジウン他
00 生活情報
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋 00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
寂寞の庭に春暮れて#29
ヘ
▽ジェン・シュアン他
/生活情報
★2話いっき見★
00 [HD]白夜姫#146(追) ▽
▽18:00 #11
20:45 白夜姫#19（各回後に
▽20:00 #12
「お知らせ」）

9
30 生活情報
10 00 [HD]主君の太陽#16(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他
11
/生活情報
[HD]私の10年の秘密
0 00
#1(追)
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他
1
/お知らせ
30 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#13(追) /お知
2
らせ
30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に
春暮れて#26(追) /お知ら
3
せ
30 [HD]キルミー・ヒールミー
#19(追)
4

/お知らせ

7

30 生活情報
[HD]主君の太陽
00
#17(追)(終)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

30 生活情報
10 00 [HD]相続者たち#4(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他
11
/生活情報
[HD]私の10年の秘密
0 00
#3(追)
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他
1
/お知らせ
30 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#18(追) /お知
2
らせ
30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に
春暮れて#31(追) /お知ら
3
せ
30 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#4
4

30 生活情報
00 [HD]相続者たち#3(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
[HD]私の10年の秘密
00 [HD]リメンバー～記憶の彼 00 [HD]リメンバー～記憶の彼 00 [HD]リメンバー～記憶の彼 00
#2(追)
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
方へ～#1(追)
方へ～#2(追)
方へ～#3(追)
他
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#14(追) /お知
の愛の法則#15(追) /お知
の愛の法則#16(追) /お知
の愛の法則#17(追) /お知
らせ
らせ
らせ
らせ
30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に
春暮れて#27(追) /お知ら
春暮れて#28(追) /お知ら
春暮れて#29(追) /お知ら
春暮れて#30(追) /お知ら
せ
せ
せ
せ
30 [HD]キルミー・ヒールミー
30 [HD]もう一度ハッピーエン 30 [HD]もう一度ハッピーエン 30 [HD]もう一度ハッピーエン
#20(追)(終)
ディング#1
ディング#2
ディング#3
/お知らせ

/お知らせ

/お知らせ

/お知らせ

9

00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
ヘ
★3話いっき見★
▽16:00 #13
▽18:00 #14
▽20:00 #15
（各回後に「生活情報」）

（各回後に「生活情報」）
00 生活情報
30 [HD]インド映画「マダム・イ
ン・ニューヨーク」(追)

00 生活情報
30 [HD]白夜姫
パク・ハナ、カン・ウンタク他
▽シュリデヴィ他
★5話いっき見★
▽10:30 #141(追) ▽11:15
#142(追) ▽0:00 #143(追) ▽
/お知らせ
0:45 #144(追) ▽1:30
[HD]韓国映画「二十歳」
00
#145(追)
(追)
▽ジュノ(2PM)、キム・ウビン
（各回後に「お知らせ」）
他
15 [HD]韓国バラエティ「スー
パーマンが帰ってきた」
/お知らせ
[HD]ドラマOSTコンサート
10
▽2:15 #16（前編）(追)
(追)
▽3:15 #16（後編）(追)
▽ 「星から来たあなた」主題
歌他
15 [HD]「双程」来日SP(追)
55 お知らせ
45 [HD]もっと知りたい!「ラブ」
22（土）

30 [HD]清潭洞＜チョンダムド 30 [HD]TONG～メモリーズ～
ン＞スキャンダル#3 /お知
イ・ハクジュ、マ・ドンソク他
らせ
30 生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#4
★3話いっき見★
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
▽8:30 #1
他
▽10:00 #2
/生活情報
▽11:30 #3(終)
00 [HD]相続者たち#5
▽イ・ミンホ、パク・シネ他
（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
/生活情報
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン
00 [HD]もう一度ハッピーエン
他
ディング#13
★4話いっき見★
▽13:30 #9(追) ▽14:15
▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
#10(追) ▽15:30 #11(追) ▽
ンホ他 /生活情報
16:15 #12(追)（各回後に「お
00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
知らせ」）
ヨンシーズン1 #9
15:00-15:30「生活情報」
▽オ・ジホ、オ・ジウン他
00 生活情報
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋 00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
寂寞の庭に春暮れて#34
ヘ
▽ジェン・シュアン他
/生活情報
★2話いっき見★
00 [HD]清潭洞スキャンダル
▽18:00 #16
#2(追) ▽20:45 白夜姫#24
▽20:00 #17
（各回後に「お知らせ」）

8

30 生活情報
00 [HD]相続者たち#2(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 [HD]今会いに行きます～脱
北美女のぶっちゃけトーク
～
★2話いっき見★
▽8:30 #1(追)
▽10:00 #2(追)(終)
（各回後に「お知らせ」）
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他
★4話いっき見★
▽11:30 #9 ▽12:15 #10
▽13:30 #11 ▽14:15 #12
（各回後に「お知らせ」）
13:00-13:30「生活情報」
00 生活情報

23（日）

00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]中国ドラマ 双程(そうて 00 [HD]韓国バラエティ「スー
の愛の法則#19 /お知らせ
パーマンが帰ってきた」
い) -A round trip to Love後編(終) /お知らせ
00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
▽5:00 #26（前編）(追)
ヨンシーズン1 #7
30 [HD]「双程」来日SP(追)
▽6:00 #26（後編）(追)(終)
/お知らせ
00 生活情報
00 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
30 生活情報

00 [HD]白夜姫#147(追) ▽
00 [HD]白夜姫#148(追) ▽
00 [HD]白夜姫#149(追)(終)
00 [HD]清潭洞スキャンダル
20:45 白夜姫#20（各回後に
20:45 白夜姫#21（各回後に
▽20:45 白夜姫#22（各回後
#1(追) ▽20:45 白夜姫#23
「お知らせ」）
「お知らせ」）
に「お知らせ」）
（各回後に「お知らせ」）
30 生活情報
00 [HD]相続者たち#1(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

16（日）

00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]中国ドラマ 双程(そうて 00 [HD]韓国バラエティ「スー
の愛の法則#14 /お知らせ
パーマンが帰ってきた」
い) -A round trip to Love前編(追) /お知らせ
00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
▽5:00 #26（前編）
ヨンシーズン1 #2
30 [HD]「双程」来日SP(追)
▽6:00 #26（後編）(終)
/お知らせ
00 生活情報
00 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
30 生活情報

/お知らせ

30 [HD]88番地
チェ・ジョンフン(FTISLAND)他
★2話いっき見★
▽8:30 前編(追)
▽10:00 後編(追)(終)
（各回後に「お知らせ」）
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他
★4話いっき見★
▽11:30 #13 ▽12:15 #14
▽13:30 #15 ▽14:15 #16
（各回後に「お知らせ」）
13:00-13:30「生活情報」
00 生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
ヘ
★3話いっき見★
▽16:00 #18
▽18:00 #19
▽20:00 #20
（各回後に「生活情報」）

（各回後に「生活情報」）
00 生活情報
30 [HD]韓国映画「私の愛、私
の花嫁」(追)
▽チョ・ジョンソク、シン・ミナ
他
/お知らせ
35 [HD]韓国映画「君に泳げ!」
(追)
▽イ・ジョンソク、ソ・イングク
他
/お知らせ
[HD]ドラマOSTコンサート
50
(追)
▽ 「星から来たあなた」主題
歌他

（各回後に「お知らせ」）
30 [HD]「双程」来日SP(追)
00 [HD]もっと知りたい!「ラブ」
15 [HD]韓国バラエティ「スー
パーマン」#17（前編）(追)
▽3:15 #17（後編）(追)

35 [HD]もっと知りたい!「ラブ」
50 [HD]「ラブ」インタビュー

15 [HD]「双程」来日SP(追)
45 [HD]もっと知りたい!「恋」

00 生活情報
30 [HD]白夜姫
★4話いっき見★
▽10:30 #146(追) ▽11:15
#147(追) ▽0:00 #148(追) ▽
0:45 #149(追)(終)

4月 アジアドラマチックTV番組表
※外国語放送は字幕放送。 [HD]ハイビジョン放送 #シリーズ回数 詳しい番組情報はホームページをご覧下さい。

24（月）

25（火）

26（水）

27（木）

28（金）

00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#20 /お知らせ
の愛の法則#21 /お知らせ
の愛の法則#22 /お知らせ
の愛の法則#23 /お知らせ

5

00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
ヨンシーズン1 #8
ヨンシーズン1 #9
ヨンシーズン1 #10(終)
ヨンシーズン2 #1

6

/お知らせ
30 生活情報

/お知らせ
30 生活情報

/お知らせ
30 生活情報

/お知らせ
30 生活情報

7

30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
ン＞スキャンダル#4 /お知
らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#7
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]相続者たち#6
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
ン＞スキャンダル#5 /お知
らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#8
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]相続者たち#7
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
ン＞スキャンダル#6 /お知
らせ
30 生活情報
00 [HD]リメンバー～記憶の彼
方へ～#9
▽ユ・スンホ、パク・ミニョン
他
/生活情報
00 [HD]相続者たち#8
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
ン＞スキャンダル#7 /お知
らせ
30 生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#5
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他
/生活情報
00 [HD]相続者たち#9
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

8
9
10
11
12
1

/生活情報

/生活情報

/生活情報

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#14

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#15

00 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#16(終)

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

▽チャン・ナラ、チョン・ギョ
ンホ他 /生活情報

/生活情報
00 [HD]悪夢先生#1
▽オム・ギジュン、キム・ソ
ヒョン他

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#35
▽ジェン・シュアン他
/生活情報

▽オ・ジホ、ハ・ヨンジュ他
/生活情報

▽オ・ジホ、ハ・ヨンジュ他
/生活情報

5

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#36

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#37

00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋
寂寞の庭に春暮れて#38

6

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

▽ジェン・シュアン他
/生活情報

30 生活情報
00 [HD]相続者たち#6(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 生活情報
00 [HD]相続者たち#7(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

30 生活情報
00 [HD]相続者たち#8(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
[HD]私の10年の秘密
00 [HD]リメンバー～記憶の彼 00 [HD]リメンバー～記憶の彼 00 [HD]リメンバー～記憶の彼 00
#4(追)
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
方へ～#4(追)
方へ～#5(追)
方へ～#6(追)
他
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー 30 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#19(追) /お知
の愛の法則#20(追) /お知
の愛の法則#21(追) /お知
の愛の法則#22(追) /お知
らせ
らせ
らせ
らせ
30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に 30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に
春暮れて#32(追) /お知ら
春暮れて#33(追) /お知ら
春暮れて#34(追) /お知ら
春暮れて#35(追) /お知ら
せ
せ
せ
せ
30 [HD]もう一度ハッピーエン 30 [HD]もう一度ハッピーエン 30 [HD]もう一度ハッピーエン 30 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#5
ディング#6
ディング#7
ディング#8
/お知らせ

4

▽オ・ジホ、ハ・ヨンジュ他
/生活情報

00 [HD]清潭洞スキャンダル
00 [HD]清潭洞スキャンダル
00 [HD]清潭洞スキャンダル
00 [HD]清潭洞スキャンダル
#3(追) ▽20:45 白夜姫#25
#4(追) ▽20:45 白夜姫#26
#5(追) ▽20:45 白夜姫#27
#6(追) ▽20:45 白夜姫#28
（各回後に「お知らせ」）
（各回後に「お知らせ」）
（各回後に「お知らせ」）
（各回後に「お知らせ」）
30 生活情報
00 [HD]相続者たち#5(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他

3

/生活情報

00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ 00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
ヨンシーズン1 #10(終)
ヨンシーズン2 #1
ヨンシーズン2 #2
ヨンシーズン2 #3
▽オ・ジホ、オ・ジウン他
/生活情報

2

/お知らせ

/お知らせ

/お知らせ

7
8

29（土）

30（日）

00 [HD]華流ドラマ マーフィー 00 [HD]中国ドラマ 双程(そうて 00 [HD]韓国バラエティ「スー
の愛の法則#24 /お知らせ
パーマンが帰ってきた」
い) -A round trip to Love前編(追) /お知らせ
00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
▽5:00 #18（前編）(追)
ヨンシーズン2 #2
30 [HD]「双程」来日SP(追)
▽6:00 #18（後編）(追)
/お知らせ
00 生活情報
00 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
[HD]捜査官アリス シーズン
30 [HD]清潭洞＜チョンダムド 30
1
ン＞スキャンダル#8 /お知
キム・ナムジュ（Apink）他
らせ
30 生活情報
★2話いっき見★
00 [HD]私の10年の秘密#6
▽8:30 前編
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
▽10:00 後編(終)
他
（各回後に「お知らせ」）
/生活情報
30 [HD]捜査官アリス シーズン
2前編
00 [HD]相続者たち#10
▽イ・ミンホ、パク・シネ他
/お知らせ
00 生活情報
/生活情報
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン
00 [HD]悪夢先生#2
他
★4話いっき見★
▽オム・ギジュン、キム・ソ
▽13:30 #13(追) ▽14:15
ヒョン他
#14(追) ▽15:30 #15(追) ▽
/生活情報
16:15 #16(追)（各回後に「お
00 [HD]幽霊が見える刑事チョ
知らせ」）
ヨンシーズン2 #4
15:00-15:30「生活情報」
▽オ・ジホ、ハ・ヨンジュ他
00 生活情報
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 皇帝の恋 00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
寂寞の庭に春暮れて#39
ヘ
▽ジェン・シュアン他
/生活情報
★2話いっき見★
00 [HD]清潭洞スキャンダル
▽18:00 #21
#7(追) ▽20:45 白夜姫#29
▽20:00 #22
（各回後に「お知らせ」）

9
30 生活情報
10 00 [HD]相続者たち#9(追)
▽イ・ミンホ、パク・シネ他
11
/生活情報
[HD]私の10年の秘密
0 00
#5(追)
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他
1
/お知らせ
30 [HD]華流ドラマ マーフィー
の愛の法則#23(追) /お知
2
らせ
30 [HD]皇帝の恋 寂寞の庭に
春暮れて#36(追) /お知ら
3
せ
30 [HD]もう一度ハッピーエン
ディング#9
4
/お知らせ

30 [HD]捜査官アリス シーズン
2後編(終)
/お知らせ
00 [HD]君にスパーク!#1
▽ナム・ボラ、ナ・ジョンチャ
ン他
/お知らせ
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他
★4話いっき見★
▽11:30 #17 ▽12:15 #18
▽13:30 #19 ▽14:15 #20
（各回後に「お知らせ」）
13:00-13:30「生活情報」
00 生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒チョン・ジョンミョン、ハン・ジ
ヘ
★3話いっき見★
▽16:00 #23
▽18:00 #24
▽20:00 #25

（各回後に「生活情報」）
（各回後に「生活情報」）
00 生活情報
00 生活情報
30 [HD]中国ドラマ 双程(そうて 30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
い)
ン＞スキャンダル
チェ・ジョンユン、イ・ジュン
▽22:30 前編(追)
ムン
▽23:45 後編(追)(終)
★5話いっき見★
▽22:30 #1(追) ▽23:15
（各回後に「お知らせ」）
#2(追)
[HD]ただの友達?(追)
▽
00
▽0:00 #3(追) ▽0:45 #4(追)
1:45少年、少年に会う(追)
▽1:30 #5(追)
▽2:15 愛は100℃(追)（各
（各回後に「お知らせ」）
回後に「お知らせ」）
50 [HD]韓国映画「私の愛、私 15 [HD]韓国バラエティ「スー
の花嫁」(追)
パーマン」#19（前編）(追)
▽ チョ・ジョンソク、シン・ミ
▽3:15 #19（後編）(追)
ナ他
/お知らせ
15 [HD]「双程」来日SP(追)
55 お知らせ
45 [HD]もっと知りたい!「恋」

