6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（木）

2（金）

00 [HD]中国ドラマ 天命の子
～趙氏孤児#16 /お知らせ

5

00 [HD]タンタラ#16(追)

6

▽チソン、カン・ミニョク
(CNBLUE)他 /お知らせ

7

30 生活情報

3（土）

4（日）

00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 不可抗力#2
～趙氏孤児#17 /お知らせ
/お知らせ
00 [HD]タンタラ#17(追)
00 [HD]もっと!「幸せ」SP(追)
30
[HD]「双程」来日SP(追)
▽チソン、カン・ミニョク
(CNBLUE)他 /お知らせ
00 生活情報
30 生活情報
30 生活情報

00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～

30 [HD]清潭洞スキャンダル#33
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#16

30 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～

▽5:00 #9(追) ▽6:00 #10(追)

（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
30 生活情報

8
30 [HD]清潭洞スキャンダル#32
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#15
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他
/生活情報
00 [HD]秘密の扉#8
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他
/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#13(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]タンタラ#18(終)
▽チソン、カン・ミニョク
(CNBLUE)他
/生活情報
00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～#9

9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#1
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他
/生活情報
00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～#10

8

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#32(追) ▽20:45 白夜姫
#54（各回後に「お知らせ」）

9
30 生活情報
10 00 [HD]秘密の扉#8(追)

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

11

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

/生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#14(追)

0

/生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#15(追)

/お知らせ
30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙

1

氏孤児#15(追) /お知らせ

2

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

イ・ユンジ、ソン・スンウォン他

00 [HD]恋はチーズ・イン・ザ・
トラップ

3
4

8（木）

（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「風と共に去 30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
りぬ!?」
ン＞スキャンダル

▽チャ・テヒョン、オ・ジホ他
★5話いっき見★
/お知らせ
▽22:30 #26(追) ▽23:15
#27(追) ▽0:00 #28(追) ▽
45 [HD]中国ドラマ 不可抗力#2
0:45 #29(追) ▽1:30 #30(追)
/お知らせ
/お知らせ
30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 45 [HD]韓国映画「二十歳」(追)
（各回後に「お知らせ」）
氏孤児#16(追) /お知らせ
▽ジュノ(2PM)、キム・ウビン 15 [HD]射鵰英雄伝＜新版＞
他
30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇
★3話いっき見★
之吻～#9(追) /お知らせ
▽2:15 #12(追) ▽3:05 #13(追)
/お知らせ
30 [HD]チャクペ-相棒-#15
55 ドキュメンタリスト#1
▽3:55 #14(追)
▽澄川嘉彦「大きな家」
（各回後に「お知らせ」）
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ
55 お知らせ
45 生活情報
9（金）

10（土）

6

00 [HD]主君の太陽#4(追)

00 [HD]主君の太陽#2(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

00 [HD]主君の太陽#3(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

30 生活情報

/お知らせ
30 生活情報

/お知らせ
30 生活情報

30 [HD]清潭洞スキャンダル#34
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！#5

30 [HD]清潭洞スキャンダル#35
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！#6

30 [HD]清潭洞スキャンダル#36
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！#7

30 [HD]清潭洞スキャンダル#37
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#17

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン
他

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン
他

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン
他

キム・ソヒョン、ジス他
★2話いっき見★
▽18:00 #1
▽20:00 #2

★2話いっき見★
▽18:00 #14
▽20:00 #15

00 [HD]タンタラ#18(追)(終)

/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]演奏者たち～Page
Turner～

パク・ヘジン、ソ・ガンジュン他

00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 不可抗力
～趙氏孤児#22 /お知らせ
#3(終) /お知らせ

▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

★4話いっき見★
▽11:30 #37 ▽12:15 #38
▽13:30 #39 ▽14:15 #40
（各回後に「お知らせ」）
13:00-13:30「生活情報」
00 生活情報

★4話いっき見★
▽13:30 #33(追) ▽14:15
#34(追) ▽15:30 #35(追) ▽
16:15 #36(追) （各回後に「お
00 [HD]恋はチーズ・イン・ザ・
知らせ」）
トラップ#16(終)
15:00-15:30「生活情報」
00 生活情報
▽パク・ヘジン、ソ・ガンジュ
ン他 /生活情報

5

00 [HD]主君の太陽#1(追)

★2話いっき見★
▽8:30 #5 ▽10:00 #6
（各回後に「お知らせ」）
[HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他

（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
30 [HD]幸せをくれる人

00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子
～趙氏孤児#18 /お知らせ
～趙氏孤児#19 /お知らせ
～趙氏孤児#20 /お知らせ
～趙氏孤児#21 /お知らせ
▽チソン、カン・ミニョク
(CNBLUE)他 /お知らせ

イ・サンユン、キム・ソウン他

▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン他

30 [HD]チャクペ-相棒-#14

7（水）

/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#14(追)

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#31(追) ▽20:45 白夜姫
#53（各回後に「お知らせ」）

之吻～#8(追) /お知らせ

6（火）

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報

30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇

5（月）

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#9

7

▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン他

イ・サンユン、キム・ソウン他
★3話いっき見★
▽8:30 #2
▽10:00 #3
▽11:30 #4
30

▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他

▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#7(追)

30 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～

▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

7

/お知らせ
30 生活情報

00
30
00
30

[HD]もっと!「幸せ」SP(追)
[HD]「双程」来日SP(追)
生活情報
生活情報

11（日）
00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～
▽5:00 #11(追) ▽6:00 #12(追)

（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
30 生活情報

8

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#10
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他
/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#15(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#2
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#11
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他
/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#16(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#3
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#12
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他
/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#17(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#4
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他
/生活情報
00 [HD]秘密の扉#13
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他
/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#18(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#5
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]華流ドラマ イタズラな
う）英雄伝＜新版＞#15
う）英雄伝＜新版＞#16
う）英雄伝＜新版＞#17
Kiss～悪作劇之吻～#11
▽フー・ゴー、アリエル・リン他

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

/生活情報

/生活情報

/生活情報

10

30 [HD]清潭洞スキャンダル#38
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#18(終)

11

▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン
他

9

12
1
2
3
4
5
6

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#14
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他
/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#19(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#6
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他
/生活情報
00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～#12

▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報

7

▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報
00 [HD]清潭洞スキャンダル
#37(追) ▽20:45 白夜姫
#59（各回後に「お知らせ」）

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#33(追) ▽20:45 白夜姫
#55（各回後に「お知らせ」）

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#34(追) ▽20:45 白夜姫
#56（各回後に「お知らせ」）

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#35(追) ▽20:45 白夜姫
#57（各回後に「お知らせ」）

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#36(追) ▽20:45 白夜姫
#58（各回後に「お知らせ」）

8

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#9(追)

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#10(追)

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#11(追)

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#12(追)

30 生活情報
10 00 [HD]秘密の扉#13(追)

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]私の10年の秘密#16(追)
#1(追)
#2(追)
#3(追)
▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン他
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙
氏孤児#17(追) /お知らせ

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝
＜新版＞#12(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#16
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

氏孤児#18(追) /お知らせ

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝
＜新版＞#13(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#17
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

氏孤児#19(追) /お知らせ

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝
＜新版＞#14(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#18
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

氏孤児#20(追) /お知らせ

9

11

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

0

/生活情報
00 [HD]私の10年の秘密#17(追)

2
3

30 [HD]チャクペ-相棒-#19
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

イ・ユンジ、ソン・スンウォン他

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

★4話いっき見★
▽11:30 #41 ▽12:15 #42
▽13:30 #43 ▽14:15 #44
（各回後に「お知らせ」）
13:00-13:30「生活情報」
00 生活情報

★4話いっき見★
▽13:30 #37(追) ▽14:15
#38(追) ▽15:30 #39(追) ▽
16:15 #40(追) （各回後に「お
00 [HD]王の顔
知らせ」）
15:00-15:30「生活情報」
00 生活情報
ソ・イングク、イ・ソンジェ他
00 [HD]演奏者たち～Page
Turner～#3(終)

★3話いっき見★

▽キム・ソヒョン、ジス他
/生活情報
00 [HD]王の顔#1

▽16:00 #2
▽18:00 #3
▽20:00 #4

▽ソ・イングク、イ・ソンジェ
他
（各回後に「生活情報」）
00 生活情報
30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
ン＞スキャンダル
▽ カン・ドンウォン、ハ・ジョ
ンウ他
★5話いっき見★

/生活情報
00 生活情報
30 [HD]韓国映画「群盗」

/お知らせ
00 [HD]中国ドラマ 不可抗力
#3(追)(終) /お知らせ
30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙
氏孤児#21(追) /お知らせ
00 [HD]韓国映画「君に泳
げ！」(追) /お知らせ
30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇
之吻～#11(追) /お知らせ

イ・サンユン、キム・ソウン他
★2話いっき見★
▽8:30 #10 ▽10:00 #11
（各回後に「お知らせ」）
[HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他

（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
30 [HD]幸せをくれる人

/お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#20
4

30 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～

イ・サンユン、キム・ソウン他
★3話いっき見★
▽8:30 #7
▽10:00 #8
▽11:30 #9
30

▽ソン・ユリ、ユ・ジュンサン他

1

30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇
之吻～#10(追) /お知らせ

30 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～

▽4:15 もっと知りたい！「幸
せをくれる人」SP(追)
▽4:45 東北の海の幸(追)
▽4:55 お知らせ

▽22:30 #31(追) ▽23:15
#32(追) ▽0:00 #33(追) ▽
0:45 #34(追) ▽1:30 #35(追)
（各回後に「お知らせ」）
15 [HD]射鵰英雄伝＜新版＞
★3話いっき見★
▽2:15 #15(追) ▽3:05 #16(追)

▽3:55 #17(追)
（各回後に「お知らせ」）
45 生活情報

6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。

12（月）

13（火）

14（水）

15（木）

16（金）

17（土）

00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子
～趙氏孤児#23 /お知らせ
～趙氏孤児#24 /お知らせ
～趙氏孤児#25 /お知らせ
～趙氏孤児#26 /お知らせ

5

00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 不可抗力
～趙氏孤児#27 /お知らせ
#1(追)

00 [HD]主君の太陽#5(追)

6

00 [HD]主君の太陽#9(追)

▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

00 [HD]主君の太陽#6(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

00 [HD]主君の太陽#7(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

00 [HD]主君の太陽#8(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

/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

30 [HD]清潭洞スキャンダル#39
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！#8

30 [HD]清潭洞スキャンダル#40
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！#9

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン
他

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン
他

30 [HD]清潭洞スキャンダル#41 30 [HD]清潭洞スキャンダル#42
/お知らせ
/お知らせ
30 生活情報
30 生活情報
[HD]帰ってきて
ダーリン！#10
00
00 [HD]シンデレラと4人の騎
士<ナイト>#1

▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

7

/お知らせ
30 生活情報

18（日）
00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～

/お知らせ
30 [HD]もっと!「幸せ」SP(追)
00 生活情報
30 生活情報

（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
30 生活情報

30 [HD]LIAR GAME ～ライ
アーゲーム～#12(終)

30 [HD]ゴールデンクロス
キム・ガンウ、イ・シヨン他

▽5:00 #13(追) ▽6:00 #14(追)

8

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#15

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#16

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン他

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#17

▽チョン・イル、アン・ジェヒョ
ン他 /生活情報
00 [HD]秘密の扉#18

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

/生活情報

/生活情報

/生活情報

/生活情報

9
10
11
12
1

00 [HD]チャクペ-相棒-#20(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#7
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

00 [HD]チャクペ-相棒-#21(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#8
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

00 [HD]チャクペ-相棒-#22(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#9
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

00 [HD]チャクペ-相棒-#23(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#10
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]華流ドラマ イタズラな
う）英雄伝＜新版＞#18
う）英雄伝＜新版＞#19
う）英雄伝＜新版＞#20
Kiss～悪作劇之吻～#13

6
7
8

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#16(追)

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#17(追)

/生活情報
00 [HD]清潭洞スキャンダル
#38(追) ▽20:45 白夜姫
#60（各回後に「お知らせ」）

/生活情報
00 [HD]清潭洞スキャンダル
#39(追) ▽20:45 白夜姫
#61（各回後に「お知らせ」）

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#14(追)

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#15(追)

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]私の10年の秘密
#4(追)
#5(追)
#6(追)
#18(追)(終)
/お知らせ

5

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#41(追) ▽20:45 白夜姫
#63（各回後に「お知らせ」）

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

/お知らせ

4

/生活情報
00 [HD]清潭洞スキャンダル
#40(追) ▽20:45 白夜姫
#62（各回後に「お知らせ」）

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

3

▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

2

/お知らせ

/お知らせ

氏孤児#22(追) /お知らせ
＜新版＞#15(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#21

氏孤児#23(追) /お知らせ

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝
＜新版＞#16(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#22

氏孤児#24(追) /お知らせ

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝
＜新版＞#17(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#23

氏孤児#25(追) /お知らせ

11
0
1

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

19（月）

20（火）

21（水）

22（木）

/生活情報
00 [HD]シンデレラと4人の騎
士<ナイト>#1(追)
/お知らせ

（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]台湾映画「あの頃、君 30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
を追いかけた」(追)
ン＞スキャンダル
▽大ヒット台湾青春映画
/お知らせ
35 [HD]韓国映画「風と共に去
りぬ!?」(追)

▽チャ・テヒョン、オ・ジホ他
（各回後に「お知らせ」）
/お知らせ
15 [HD]射鵰英雄伝＜新版＞
50 [HD]東北の海の幸(追)
★3話いっき見★
之吻～#13(追) /お知らせ
▽2:15 #18(追) ▽3:05 #19(追)
00 放送休止
30 [HD]チャクペ-相棒-#25
▽3:55 #20(追)
（各回後に「お知らせ」）
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ
45 生活情報

3
4

23（金）

24（土）

5

00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 不可抗力
～趙氏孤児#32 /お知らせ
#2(追) /お知らせ

00 [HD]主君の太陽#10(追)

6

00 [HD]主君の太陽#14(追)

/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]主君の太陽#11(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

/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

/お知らせ
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

/お知らせ
30 生活情報

▽22:30 #36(追) ▽23:15
#37(追) ▽0:00 #38(追) ▽
0:45 #39(追) ▽1:30 #40(追)

氏孤児#26(追) /お知らせ

00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子
～趙氏孤児#28 /お知らせ
～趙氏孤児#29 /お知らせ
～趙氏孤児#30 /お知らせ
～趙氏孤児#31 /お知らせ
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

★5話いっき見★

30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇

30 [HD]チャクペ-相棒-#24

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙
2

30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇
之吻～#12(追) /お知らせ

★2話いっき見★
/お知らせ
00 [HD]ゴールデンクロス
▽8:30 #3
キム・ガンウ、イ・シヨン他
▽10:00 #4
★2話いっき見★
（各回後に「お知らせ」）
▽チョン・イル、アン・ジェヒョ
ン他 /生活情報
▽10:00 #1
30 [HD]幸せをくれる人
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他
00 [HD]秘密の扉#19
▽11:30 #2
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他
★4話いっき見★
（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
▽11:30 #45 ▽12:15 #46
/生活情報
30 [HD]幸せをくれる人
▽13:30 #47 ▽14:15 #48
イ・ユンジ、ソン・スンウォン他
00 [HD]チャクペ-相棒-#24(追)
（各回後に「お知らせ」）
★4話いっき見★
13:00-13:30「生活情報」
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
▽13:30 #41(追) ▽14:15
ジヘ
00 生活情報
#42(追) ▽15:30 #43(追) ▽
/生活情報
16:15 #44(追) （各回後に「お
00 [HD]主君の太陽#11
00 [HD]王の顔
知らせ」）
15:00-15:30「生活情報」
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他
00 生活情報
ソ・イングク、イ・ソンジェ他
/生活情報
00 [HD]華流ドラマ イタズラな 00 [HD]王の顔
★3話いっき見★
Kiss～悪作劇之吻～#14
ソ・イングク、イ・ソンジェ他
▽16:00 #7
▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報
★2話いっき見★
▽18:00 #8
00 [HD]清潭洞スキャンダル
▽18:00 #5
▽20:00 #9
#42(追) ▽20:45 白夜姫
▽20:00 #6
#64（各回後に「お知らせ」）

9
30 生活情報
10 00 [HD]秘密の扉#18(追)

30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙
30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝

30 [HD]清潭洞スキャンダル#43
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]シンデレラと4人の騎
士<ナイト>#2

▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

7

/お知らせ
30 生活情報

00
30
00
30

[HD]もっと!「幸せ」SP(追)
[HD]「双程」来日SP(追)
生活情報
生活情報

25（日）
00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～
▽5:00 #15(追) ▽6:00 #16(追)

（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
30 生活情報

8
30 [HD]清潭洞スキャンダル#44 30 [HD]清潭洞スキャンダル#45 30 [HD]清潭洞スキャンダル#46 30 [HD]清潭洞スキャンダル#47
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
30 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]シンデレラと4人の騎
#11
#12
#13
士<ナイト>#3
▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン他

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#20
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン他

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#21
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン他

/生活情報
00 [HD]秘密の扉#22
▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

▽チョン・イル、アン・ジェヒョ
ン他 /生活情報
00 [HD]秘密の扉#23

9
10
11
12

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

30 [HD]清潭洞スキャンダル#48
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]シンデレラと4人の騎
士<ナイト>#4
▽チョン・イル、アン・ジェヒョ
ン他 /生活情報

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#12
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#26(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#13
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#27(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#14
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#28(追)

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#15
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]華流ドラマ イタズラな
う）英雄伝＜新版＞#21
う）英雄伝＜新版＞#22
う）英雄伝＜新版＞#23
Kiss～悪作劇之吻～#15
▽フー・ゴー、アリエル・リン他

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

/生活情報

/生活情報

/生活情報

2
3
4
5
6

▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報

7

/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#29(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#16
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他
/生活情報
00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～#16
▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#43(追) ▽20:45 白夜姫
#65（各回後に「お知らせ」）

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#44(追) ▽20:45 白夜姫
#66（各回後に「お知らせ」）

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#45(追) ▽20:45 白夜姫
#67（各回後に「お知らせ」）

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#46(追) ▽20:45 白夜姫
#68（各回後に「お知らせ」）

8

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#19(追)

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#20(追)

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#21(追)

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#22(追)

30 生活情報
10 00 [HD]秘密の扉#23(追)

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]シンデレラと4人の騎
#7(追)
#8(追)
#9(追)
士<ナイト>#2(追)
/お知らせ

/お知らせ

/お知らせ

/お知らせ

9

11
0
1

30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙
氏孤児#27(追) /お知らせ

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝
＜新版＞#18(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#26
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

氏孤児#28(追) /お知らせ

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝
＜新版＞#19(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#27
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

氏孤児#29(追) /お知らせ

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝
＜新版＞#20(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#28
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

氏孤児#30(追) /お知らせ

2

30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇
之吻～#14(追) /お知らせ

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#47(追) ▽20:45 白夜姫
#69（各回後に「お知らせ」）

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフ
ン他
/生活情報
00 [HD]シンデレラと4人の騎
士<ナイト>#3(追)

3

イ・ユンジ、ソン・スンウォン他

之吻～#15(追) /お知らせ

▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

★4話いっき見★
▽11:30 #49 ▽12:15 #50
▽13:30 #51 ▽14:15 #52
（各回後に「お知らせ」）
13:00-13:30「生活情報」
00 生活情報

★4話いっき見★
▽13:30 #45(追) ▽14:15
#46(追) ▽15:30 #47(追) ▽
16:15 #48(追) （各回後に「お
00 [HD]王の顔
知らせ」）
15:00-15:30「生活情報」
00 生活情報
ソ・イングク、イ・ソンジェ他
00 [HD]王の顔
ソ・イングク、イ・ソンジェ他
★2話いっき見★
▽18:00 #10
▽20:00 #11
（各回後に「生活情報」）
00 生活情報
30 [HD]韓国映画「君に泳
げ！」(追)
▽イ・ジョンソク、ソ・イングク他

氏孤児#31(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#30
4

30 [HD]ゴールデンクロス
キム・ガンウ、イ・シヨン他
★2話いっき見★
▽8:30 #8
▽10:00 #9
（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

（各回後に「お知らせ」）
00 生活情報
30 [HD]幸せをくれる人

/お知らせ
45 [HD]韓国映画「群盗」(追)
/お知らせ
▽カン・ドンウォン、ハ・ジョ
ンウ他
30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙
30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇

30 [HD]チャクペ-相棒-#29

★3話いっき見★
▽8:30 #5
▽10:00 #6
▽11:30 #7

00 [HD]秘密の扉#24(終)

1
/生活情報
00 [HD]チャクペ-相棒-#25(追)

30 [HD]ゴールデンクロス
キム・ガンウ、イ・シヨン他

/お知らせ
15 [HD]台湾映画「共犯」(追)
▽ウー・チエンホー、ヤオ・
アイニン
/お知らせ

★3話いっき見★
▽16:00 #12
▽18:00 #13
▽20:00 #14

（各回後に「生活情報」）
00 生活情報
30 [HD]清潭洞＜チョンダムド
ン＞スキャンダル
★5話いっき見★
▽22:30 #41(追) ▽23:15
#42(追) ▽0:00 #43(追) ▽
0:45 #44(追) ▽1:30 #45(追)
（各回後に「お知らせ」）
15 [HD]射鵰英雄伝＜新版＞
★3話いっき見★
▽2:15 #21(追) ▽3:05 #22(追)

▽3:55 #23(追)
（各回後に「お知らせ」）
45 生活情報

6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。

26（月）

27（火）

28（水）

29（木）

30（金）

00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子 00 [HD]中国ドラマ 天命の子
～趙氏孤児#33 /お知らせ
～趙氏孤児#34 /お知らせ
～趙氏孤児#35 /お知らせ
～趙氏孤児#36 /お知らせ

5

00 [HD]中国ドラマ 天命の子
～趙氏孤児#37 /お知らせ

00 [HD]主君の太陽#15(追)

00 [HD]追跡者〔チェイサー〕
#1(追)

6

00 [HD]追跡者〔チェイサー〕
#2(追)

/お知らせ
30 生活情報

7

/お知らせ
30 生活情報

▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]主君の太陽#16(追)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

/お知らせ
30 生活情報

00 [HD]主君の太陽#17(追)(終)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン他

/お知らせ
30 生活情報

8
30 [HD]清潭洞スキャンダル#49 30 [HD]清潭洞スキャンダル#50 30 [HD]清潭洞スキャンダル#51 30 [HD]清潭洞スキャンダル#52
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
30 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]シンデレラと4人の騎
#14
#15
#16(終)
士<ナイト>#5
▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン他

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン他

▽RAIN（ピ）、イ・ミンジョン他

/生活情報

/生活情報

/生活情報

▽チョン・イル、アン・ジェヒョ
ン他 /生活情報

00 [HD]カフェ・アントワーヌの
秘密#1

00 [HD]カフェ・アントワーヌの
秘密#2

00 [HD]カフェ・アントワーヌの
秘密#3

00 [HD]カフェ・アントワーヌの
秘密#4

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

/生活情報

/生活情報

/生活情報

/生活情報

00 [HD]チャクペ-相棒-#30(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]主君の太陽#17(終)
▽ソ・ジソブ、コン・ヒョジン
他

00 [HD]チャクペ-相棒-#31(追)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ
/生活情報
00 [HD]追跡者〔チェイサー〕#1
▽巨悪に挑む刑事の孤独な
戦いを描く

00 [HD]チャクペ-相棒#32(追)(終)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /生活情報
00 [HD]追跡者〔チェイサー〕#2
▽巨悪に挑む刑事の孤独な
戦いを描く

/生活情報
00 [HD]恋はチーズ・イン・ザ・
トラップ#2(追)

▽パク・ヘジン、ソ・ガンジュ
ン他 /生活情報

3

00 [HD]追跡者〔チェイサー〕#3
▽巨悪に挑む刑事の孤独な
戦いを描く

▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
/お知らせ
30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙 30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙
30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝

＜新版＞#22(追) /お知らせ

＜新版＞#23(追) /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#31
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

30 [HD]チャクペ-相棒-#32(終)
▽チョン・ジョンミョン、ハン・
ジヘ /お知らせ

30 [HD]王の顔#1(追)
ソ・イングク、イ・ソンジェ他
/お知らせ

/生活情報
00 [HD]華流ドラマ イタズラな
Kiss～悪作劇之吻～#18

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#52(追) ▽20:45 白夜姫
#74（各回後に「お知らせ」）

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]帰ってきて ダーリン！ 00 [HD]シンデレラと4人の騎
#10(追)
#11(追)
#12(追)
士<ナイト>#4(追)

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝

▽巨悪に挑む刑事の孤独な
戦いを描く

8

30 生活情報
30 生活情報
30 生活情報
00 [HD]カフェ・アントワーヌの 00 [HD]カフェ・アントワーヌの 00 [HD]カフェ・アントワーヌの
秘密#1(追)
秘密#2(追)
秘密#3(追)

＜新版＞#21(追) /お知らせ

6

00 [HD]追跡者〔チェイサー〕#4

7

30 生活情報
00 [HD]秘密の扉#24(追)(終)

30 [HD]射鵰（しゃちょう）英雄伝

5

▽アリエル・リン、ジョセフ・
チェン /生活情報

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

/生活情報
00 [HD]清潭洞スキャンダル
#50(追) ▽20:45 白夜姫
#72（各回後に「お知らせ」）

氏孤児#34(追) /お知らせ

4

▽パク・ヘジン、ソ・ガンジュ
ン他 /生活情報

00 [HD]清潭洞スキャンダル
#51(追) ▽20:45 白夜姫
#73（各回後に「お知らせ」）

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

氏孤児#33(追) /お知らせ

00 [HD]カフェ・アントワーヌの
秘密#5

2

/生活情報
00 [HD]清潭洞スキャンダル
#49(追) ▽20:45 白夜姫
#71（各回後に「お知らせ」）

氏孤児#32(追) /お知らせ

12

▽チョン・イル、アン・ジェヒョ
ン他 /生活情報

00 [HD]恋はチーズ・イン・ザ・
トラップ#1(追)

▽フー・ゴー、アリエル・リン他

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

11

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

/生活情報
00 [HD]清潭洞スキャンダル
#48(追) ▽20:45 白夜姫
#70（各回後に「お知らせ」）

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

10

30 [HD]清潭洞スキャンダル#53
/お知らせ
30 生活情報
00 [HD]シンデレラと4人の騎
士<ナイト>#6

1

/生活情報
/生活情報
/生活情報
/生活情報
00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]中国ドラマ 射鵰（しゃちょ 00 [HD]華流ドラマ イタズラな
う）英雄伝＜新版＞#24
う）英雄伝＜新版＞#25
う）英雄伝＜新版＞#26
Kiss～悪作劇之吻～#17

▽ハン・ソッキュ、イ・ジェフン他

9

氏孤児#35(追) /お知らせ

9
30 生活情報
10 00 [HD]カフェ・アントワーヌの
秘密#4(追)
11
0
1
2

30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇
之吻～#16(追) /お知らせ

/お知らせ
30 [HD]中国ドラマ 天命の子～趙
氏孤児#36(追) /お知らせ

30 [HD]イタズラなKiss～悪作劇
3

30 [HD]王の顔#2(追)
ソ・イングク、イ・ソンジェ他
/お知らせ

▽ソンジュン、ハン・イェスル他

/生活情報
00 [HD]シンデレラと4人の騎
士<ナイト>#5(追)

之吻～#17(追) /お知らせ

30 [HD]王の顔#3(追)
4

ソ・イングク、イ・ソンジェ他
/お知らせ

