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ハミダシター
韓国ドラマ『温かい一言』
韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』
韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』
ハミダシター
ハミダシター
韓国ドラマ『青い海の伝説』
韓国ドラマ『青い海の伝説』
MC：西野亮廣（キングコング）
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全26話)
日本語字幕版(全26話)
30
#39‑1【HD】
MC：西野亮廣（キング
MC：西野亮廣（キング
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
▽06:00 #9‑3【HD】
▽06:00 #11‑3【HD】
コング） #37‑1【HD】
コング） #38‑1【HD】
ハン・へジン、チ・ジニ、 50
ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 50
超特急の撮れ高足りて ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 めし友図鑑 シーズン2 十二
▽06:55 #10‑3【HD】
▽06:55 #12‑3【HD】
キム・ジス、イ・サンウ 番組ガイド19年02月
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ 番組ガイド19年02月
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ 00杯目だて正夢 #12‑9【HD】
00
00
ますか?
＜出演＞
＜出演＞
#2‑1【HD】
#9‑2【HD】
ほか #4‑2【HD】
ほか #5‑2【HD】
ほか #6‑2【HD】
ほか #7‑2【HD】
ほか #8‑2【HD】
ほか #9‑2【HD】
ほか #11‑2【HD】
ほか #12‑2【HD】
ほか #13‑2【HD】
イ・ミンホ、チョン・ジヒョン、イ・ 10
イ・ミンホ、チョン・ジヒョン、イ・
10
10
10
10
10
10
10
10
レギュラー＆シーズン 10 ほか #10‑2【HD】

韓国ドラマ
ヒジュン、シン・ウォンホ（CROSS
韓国ドラマ『LIAR GAME』日本語 『いとしのクム・サウォル』 GENE）、ソン・ドンイル、イ・ジフ
字幕版(全12話)
ン、ファン・シネ、ナ・ヨンヒ、シ
日本語字幕版（全５１話）
ン・ヘソン ほか
第4話「少数決ゲームⅡ」
50
＜出演＞
▽07:00 #15‑2【HD】
イ・サンユン、キム・ソウン、
第15話「それぞれの思惑」
シン・ソンロク ほか
▽08:10 #16‑2【HD】
配信休止
#4‑4【HD】
20
第16話「はがれはじめたメッ 20
キ」
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ
＜出演＞
リー カン・ナムグ〜逆転人 ペク・ジニ、ユン・ヒョンミ 『いとしのクム・サウォル』
日本語字幕版（全５１話）
ン、パク・セヨン、ト・サン
生〜』
日本語字幕版（全120話） ウ、チョン・インファ、ソン・
▽08:20 #17‑1【HD】
チャンミン ほか
20
第17話「父の絵」
30
番組ガイド19年02月
#2‑2【HD】
▽08:20 #37‑1【HD】
▽09:30 #18‑1【HD】
▽09:00 #38‑1【HD】
第18話「オウォルの折り鶴」
▽09:45 #39‑1【HD】
＜出演＞
＜出演＞
ペク・ジニ、ユン・ヒョンミ
配信休止
ン、パク・セヨン、ト・サン
キム・ミンソ、パク・ソン
ウ、チョン・インファ、ソン・
ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30
30
チャンミン ほか

韓国ドラマ『LIAR GAME』日本語 韓国ドラマ『LIAR GAME』日本語 韓国ドラマ『LIAR GAME』日本語 韓国ドラマ『LIAR GAME』日本語 韓国ドラマ『LIAR GAME』日
字幕版(全12話)
字幕版(全12話)
字幕版(全12話)
字幕版(全12話)
本語字幕版(全12話) 第9話
第5話「リストラゲームⅠ」
第6話「リストラゲームⅡ」
第7話「大統領ゲームⅠ」
第8話「大統領ゲームⅡ」
「密輸ゲームⅠ」 ＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
イ・サンユン、キム・ソウン、 イ・サンユン、キム・ソウン、 イ・サンユン、キム・ソウン、 イ・サンユン、キム・ソウン、 イ・サンユン、キム・ソウ
ン、シン・ソンロク ほか
シン・ソンロク ほか
シン・ソンロク ほか
シン・ソンロク ほか
シン・ソンロク ほか
#9‑4【HD】
#5‑4【HD】
#6‑4【HD】
#7‑4【HD】
#8‑4【HD】
20
20
20
20
20

韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人
生〜』
生〜』日本語字幕版（全120
生〜』
生〜』
日本語字幕版（全120話）
話）
日本語字幕版（全120話） 日本語字幕版（全120話）
▽08:20 #40‑1【HD】
▽08:20 #43‑1【HD】
▽08:20 #46‑1【HD】
▽08:20 #49‑1【HD】
▽09:00 #41‑1【HD】
▽09:05 #44‑1【HD】
▽09:00 #47‑1【HD】
▽09:00 #50‑1【HD】
▽09:45 #42‑1【HD】
▽09:45 #45‑1【HD】
▽09:45 #48‑1【HD】
▽09:45 #51‑1【HD】
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン
ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30ホ、イ・イン、ナヤ ほか
30

『じゃじゃじゃじゃー 40
『男おばさん！！』 デジ探ゲスト:野村萬斎
ン!』 #1‑1【HD】 00 (映画『七つの会議』) #136‑2【HD】

▽11:00〜13:30【HD】
第169話「捨て身の排撃!
「戦鬼」ワイパーの覚悟」

10

12
13

『刑事ゆがみ』(全10話)
▽12:10 #5‑6【HD】【字】
第5回「因縁寄生支配宿敵」
▽13:00 #6‑6【HD】【字】
第6回「適当傲慢真剣勝負」
＜出演＞浅野忠信／神木隆之介
／山本美月／稲森いずみ／新田
真剣佑／辻萬長／山中聡／
MEGUMI ほか
50
00
番組ガイド19年02月
#1‑2【HD】

14

韓国ドラマ『リメンバー〜記憶の彼方
へ〜』日本語字幕版(全20話)
第19話「暴かれる真実」
＜出演＞
ユ・スンホ、パク・ミニョン、ナムグ
ン・ミン、パク・ソンウン ほか
00
#19‑3【HD】

15

30 つ八千代」 #54‑16【HD】

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「印度カレー 中栄」/「とんか

00

配信休止

16

『ワンピース』インペルダウン
編 16:00 #10‑3【HD】 第431話
「牢番長サルデスの罠 LV3・飢
餓地獄」 16:30 #11‑3【HD】 第
432話「解き放たれた白鳥!再会!
00
ボン・クレー」

17

30

18
19

配信休止
韓国ドラマ
『果てしない愛』
日本語字幕版(全37話)

▽17:30 #36‑3【HD】
第36話「復讐への序曲」
▽18:40 #37‑3【HD】
最終話「愛の果てに」
＜出演＞
ファン・ジョンウム、リュ・ス
ヨン、チョン・ギョンホ、ソ・
ヒョリム、チョン・ソミン、
チャ・インピョ ほか

＜アニメ放送20周年
記念☆ワンピース一
挙＞
『ワンピース』空
島・スカイピア編

『じゃじゃじゃじゃー 40
『男おばさん！！』
STREET
ン!』 #2‑1【HD】 スタジオゲスト:松田るか、坂ノ上茜(映画『BACK
00
GIRLS‑ゴクドルズ‑』) #137‑2【HD】

21

10

配信休止

25
26
27

29

配信休止
10

10

救命病棟24時 第2シリーズ

救命病棟24時 第2シリーズ

ラーメンWalker TV2
『男おばさん！！』 デジ探ゲスト:野村萬斎 ラーメンWalker GP2018東京23区総合部門第1位!浅草橋

30 (映画『七つの会議』) #136‑3【HD】

10

救命病棟24時 第2シリーズ

30

配信休止

「饗 くろ喜」 #211‑16【HD】

▽12:10 #3‑1【HD】
▽12:10 #5‑1【HD】
第3話「小さな命大きな命」
第5話「最後の授業」
13:00 #4‑1【HD】
▽13:00 #6‑1【HD】
第4話「おまえはひとりじゃな
第6話「キミは友だち」
い!」
＜出演＞
＜出演＞
江口洋介／松雪泰子／伊藤英明
江口洋介／松雪泰子／伊藤英明 ／須藤理彩／田畑智子／小日向
／須藤理彩／田畑智子／小日向
文世／宮迫博之／谷原章介／津
50
50
00
00
番組ガイド19年02月
#7‑2【HD】 番組ガイド19年02月
#8‑1【HD】
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
第3話「小さな命」
第4話「分別のない名医」
＜出演＞
＜出演＞
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ
10 ンソ ほか #3‑3【HD】
10 ンソ ほか #4‑3【HD】
ラーメンWalker TV2
堂々の凱旋を果たした極上和牛の超プレミアム麺!
新宿「MENSHO SAN FRANCISCO」 #212‑14【HD】

30

配信休止

『男おばさん！！』 デジ探ゲスト:野村萬斎

30 (映画『七つの会議』) #136‑6【HD】

配信休止

30

配信休止

30

配信休止

配信休止

30

『チーム・バチスタの栄光』
(全11話)

配信休止
配信休止

▽17:30 #1‑3【HD】
第1話「愛娘の誘拐」
▽18:50 #2‑3【HD】
第2話「同じ顔の男」
▽20:10 #3‑3【HD】
第3話「スヨンの行
方」
▽21:15 #4‑3【HD】
第4話「殺人予告」

ズ(能動的調査)VSパッシ 第10回「最後の謎解き…医療ト
リックはコレだ!!」
ヴ・フェーズ(受動的調
▽20:00 #11‑5【HD】
査)」
第11回「わずか3秒の完全犯罪!!
▽19:20 #3‑5【HD】
今、最も危険なオペが始まる」
第3回「麻酔科医の告白」
▽20:10 #4‑5【HD】
＜出演＞
第4回「エリートのプライド 伊藤淳史／仲村トオル／城田優
／鶴見辰吾／名取裕子／宮川大
と弱点」
輔／釈由美子／伊原剛志 ほか
▽21:00 #5‑5【HD】
50
第5回「犯人の目星はつい 『チーム・バチスタの栄光SPECIAL』
た」
〜新たな迷宮への招待〜
密室医療殺人に浮上した新疑惑…
▽21:50 #6‑5【HD】
＜出演＞伊藤淳史／仲村トオル／要潤
第6回「オペ室の完全犯罪… ／鈴木砂羽／遠藤憲一／城田優／鶴見
犯人はお前だ」
辰吾／榎木孝明／宮川大輔／釈由美子
／伊原剛志 ほか
▽22:40 #7‑5【HD】
#1‑5【HD】
第7回「間違っていた推理… 00
真犯人登場!」

30
▽23:00 #13‑2【HD】
▽23:30 #14‑1【HD】
『男おばさん！！』 デジ探ゲスト:野村萬斎
ナゴヤドーム単独公演も決まったボイ 50 (映画『七つの会議』) #136‑1【HD】
メンの新冠番組シーズン2をCS初放送!
00
00
番組ガイド19年02月
#2‑6【HD】 00

30

30

30

00

KiramuneカンパニーL
MAG!C☆PRINCEの『マジ☆チャレ』
新年一発目から悲鳴が飛び交う江口ﾜｰﾙﾄﾞの未公開&反省
マジプリ初の冠番組！挑戦バラエティ
会ﾄｰｸ!和装の3人も必見!
出演：MAG!C☆PRINCE/師匠（ゲスト）：九星
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）
00
00
隊 Hi☆Five #5‑1【HD】
ｹﾞｽﾄ：江口拓也 #33‑2【HD】

韓国ドラマ『温かい一言』
日本語字幕版(全20話)
＜出演＞
ハン・へジン、チ・ジニ、
キム・ジス、イ・サンウ
ほか #5‑1【HD】
10

韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
ほか #6‑1【HD】
ほか #7‑1【HD】
ほか #8‑1【HD】
ほか #9‑1【HD】
ほか #10‑1【HD】
10
10
10
10
10

第195話「いざ青海
へ!! 想いが織りな
す最終楽章」

▽19:50 #1‑5【HD】
▽21:00 #2‑5【HD】
＜出演＞
コンミョン (5urprise)、
ミン・ヒョリン、チ・イル
ジュ ほか

まで

40

配信休止

韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て
に〜』日本語字幕版(全149話)
▽25:10 #9‑2【HD】
▽25:50 #10‑2【HD】
＜出演＞
イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、
シン・ジフン、パク・ヨンス ほか
30

韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕
版(全47話) ＜出演＞
ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #21‑1【HD】
40

韓国ドラマ『熱愛』
日本語字幕版(全47話)
▽24:00
▽25:05
▽26:10
▽27:15
▽28:20

#16‑2【HD】
#17‑2【HD】
#18‑2【HD】
#19‑2【HD】
#20‑2【HD】

『おトクな時間』

00

配信休止

＜出演＞
チョン・ジェヨン、キ 30
ム・ジョンウン、ヤ
ン・セジョン、 ソ・ Kiramune10周年イヤー記念3か月連続
企画
KiraカンL全話一挙放送！
ウンス
ほか

40
『男おばさん！！』 デジ探ゲスト:野村萬斎

00 (映画『七つの会議』) #136‑4【HD】

配信休止

▽21:30 #12‑4【HD】
▽22:00 #13‑4【HD】
ｹﾞｽﾄ:柿原徹也
ﾅﾚｰｼｮﾝ:柿原徹也
▽22:30 #14‑4【HD】
ｹﾞｽﾄ:岡本信彦
▽23:00 #15‑4【HD】
ｹﾞｽﾄ:木村良平

30
番組ガイド19年02月
#8‑5【HD】
00
10
『男おばさん！！』 デジ探ゲスト:野村萬斎

30 (映画『七つの会議』) #136‑5【HD】

配信休止
もっと！ボイボイ無限大

30
▽23:00 #14‑2【HD】
『男おばさん！！』
▽23:30 #15‑1【HD】
STREET
ナゴヤドーム単独公演も決まったボイ スタジオゲスト:松田るか、坂ノ上茜(映画『BACK
50
GIRLS‑ゴクドルズ‑』) #137‑1【HD】
メンの新冠番組シーズン2をCS初放送!
00
00
番組ガイド19年02月
#9‑5【HD】 00

MAG!C☆PRINCEの『マジ☆チャレ』
マジプリ初の冠番組！挑戦バラエティ
出演：MAG!C☆PRINCE/師匠（ゲスト）：九星
隊 Hi☆Five #5‑2【HD】

00

00

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #22‑1【HD】
40

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #23‑1【HD】
40

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #24‑1【HD】
40

00

『おトクな時間』

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #25‑1【HD】
40

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #26‑1【HD】
40

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #3‑1【HD】

配信休止

配信休止

配信休止

配信休止

水曜日の情事(全11話)

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

配信休止

30

『おトクな時間』

00

30

『おトクな時間』

00

＜出演＞
ソンフン、チェ・ユ
ニョン、シム・ジホ、
チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、
ファン・シネ、ソヒョ
ン（少女時代） ほか

10
30

救命病棟24時 第2シリーズ
▽12:10 #9‑1【HD】
第11話「さよなら愛しき人」
第9話「君の手を握ってる」
#11‑1【HD】
＜出演＞
▽13:00 #10‑1【HD】
江口洋介／松雪泰子／伊藤英明／須藤理彩／
第10話「奇跡を信じて…」
田畑智子／小日向文世／宮迫博之／谷原章介
20 ／津嘉山正種／渡辺いっけい ほか
＜出演＞
江口洋介／松雪泰子／伊藤英明
／須藤理彩／田畑智子／小日向
配信休止
文世／宮迫博之／谷原章介／津 50
50

救命病棟24時 第2シリーズ
第12話「緊急招集発令!守れ命の
最前線!!救え!ひとつでも多くの
命を…」
#12‑1【HD】
＜出演＞
江口洋介／松雪泰子／伊藤英明
／須藤理彩／田畑智子／小日向
文世／宮迫博之／谷原章介／津
嘉山正種／渡辺いっけい ほか
50

50
00番組ガイド19年02月 #13‑4【HD】

韓国ドラマ
『リメンバー〜記憶の
彼方へ〜』
日本語字幕版(全20話)

＜出演＞

Kiramune10周年イヤー記念3か月
連続企画
KiraカンL全話一挙放送！
KiramuneカンパニーL

10
『ザ・ノンフィクション』
チョン・ジェヨン、キ
『男おばさん！！』
二人のシングルマザー物語 スタジオゲスト:松田るか、坂ノ上茜(映画『BACK
STREET
30
GIRLS‑ゴクドルズ‑』) #137‑4【HD】
ム・ジョンウン、ヤ
▽なぜ養育費ゼロで離婚
▽21:30 #16‑4【HD】
涙の婚活…失敗続く訳
ｹﾞｽﾄ:野島健児
イ・ホンギ （from FTISLAND） ン・セジョン、 ソ・
50
＜語り＞武田祐子
#100‑4【HD】 2018 Solo Concert in Japan
▽22:00 #17‑4【HD】
ウンス
ほか
00
ｹﾞｽﾄ:代永翼
Cheers
▽22:30 #18‑5【HD】
FTISLANDのﾒｲﾝﾎﾞｰｶﾙのｲ･ﾎﾝｷﾞの3
配信休止
もっと！ボイボイ無限大
▽23:00 #19‑3【HD】
20
年ぶりのｸﾘｽﾏｽｿﾛﾗｲﾌﾞをﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ
MC:Uncle
Bomb（浪川大輔・吉野
30番組ガイド19年02月 #13‑5【HD】 ﾃﾞｰに独占放送!この番組でしか
30
▽23:00 #15‑2【HD】
▽23:30 #16‑1【HD】
超特急の撮れ高足りてますか? 「お昼のコー 観られない独占ｿﾛｲﾝﾀﾋﾞｭｰも必
ディネート対決冬ﾊﾞｰｼﾞｮﾝを予習!」
ナゴヤドーム単独公演も決まったボイ 50
配信休止
見!
超特急が久々にｺｰﾃﾞ対決!今回は冬服! #69‑2
メンの新冠番組シーズン2をCS初放送!
#1‑1【HD】
00
00
00
00番組ガイド19年02月 #16‑2【HD】
【HD】

30

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

00

『おトクな時間』

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #29‑1【HD】
40

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #30‑1【HD】
40

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #31‑1【HD】
40

配信休止

配信休止

配信休止

配信休止

配信休止

20
30番組ガイド19年02月 #12‑5【HD】

00

『おトクな時間』

30

00

30

『おトクな時間』

9
10
11

韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
24:00 #49‑3【HD】
ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、
ｼｰｽﾞﾝ3ｽﾀｰﾄ!超特急ﾒﾝﾊﾞｰが過去に出演
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
した「ﾊﾞﾗｴﾃｨ番組のｶﾞﾁ反省会」!
ほか #11‑1【HD】
ほか #12‑1【HD】
ほか #13‑1【HD】
ほか #14‑1【HD】
ほか #15‑1【HD】
24:30 #50‑4【HD】
10
10
10
10
10

ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、ファン・
シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #28‑1【HD】
40

8

配信休止
30

00

30

『おトクな時間』

00

＜出演＞
ソンフン、チェ・ユ
ニョン、シム・ジホ、
チョン・グァンリョ
ル、チョン・ミソン、
ファン・シネ、ソヒョ
ン（少女時代） ほか

30

『おトクな時間』

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

超特急の撮れ高足りてますか?

#55‑4【HD】
「ﾘｰｸﾞ系ｸｲｽﾞ番組を予習!」超特急6人 ソンフン、チェ・ユニョン、シ
が力を合わせてあのｸｲｽﾞ番組に挑む! ム・ジホ、チョン・グァンリョ
27:30 #56‑3【HD】
ル、チョン・ミソン、ファン・
「超ｷﾞ問を予習!」8号車から集まった シネ、ソヒョン（少女時代）
ﾄﾚﾀﾘｸｴｽﾁｮﾝをﾒﾝﾊﾞｰがまとめて回答!超
ほか #27‑1【HD】
特急の知られざる真実が明らかに! 40
28:00 #57‑3【HD】
「ﾀﾞﾝｼﾞｮﾝ系ﾗｯﾌﾟﾊﾞﾄﾙを予習!」超特急
6人がﾌﾘｰｽﾀｲﾙﾗｯﾌﾟを学びﾗｯﾌﾟﾊﾞﾄﾙに挑
戦!
<ｹﾞｽﾄ>晋平太 28:30 #58‑3【HD】
「ﾄﾚﾀﾘ8変化を予習!」あの番組の名物
企画を予習!超特急が笑いのために自
分の殻を破る! 29:00 #59‑3【HD】
「声優ﾃｸﾆｯｸを学習!」超特急がｱﾆﾒに
合わせてｶﾞﾁｱﾌﾚｺ体験!ｱﾆｦﾀ･ﾘｮｳｶﾞ感
動!
<ｹﾞｽﾄ>浪川大輔 29:30 #60‑3【HD】
「3rdｼｰｽﾞﾝ前期超未公開映像集」今回 30
もたくさんあった蔵出し映像!未公開
映像も今回に限っては撮れ高!

7

00

10

救命病棟24時 第2シリーズ

20
30番組ガイド19年02月 #16‑1【HD】

▽11:00 #1‑4【HD】
第1話「すべての発
端」
00番組ガイド19年02月 #12‑2【HD】 00番組ガイド19年02月 #13‑2【HD】 00番組ガイド19年02月 #14‑1【HD】 00番組ガイド19年02月 #15‑2【HD】
▽12:00
#2‑4【HD】
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話) 第2話「真実と事実」
第5話「天国に通じる扉」
第6話「意思疎通の方法」
第7話「誰も信じてくれない」
第8話「夢と現実」
▽13:00
#3‑4【HD】
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ 第3話「自白の裏側」
00
ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ ▽14:05 #4‑4【HD】
10 ンソ ほか #6‑3【HD】
10 ンソ ほか #7‑3【HD】
10 ンソ ほか #8‑3【HD】
寺門ジモンの肉専門チャンネル 10 ンソ ほか #5‑3【HD】
第4話「仕組まれた判
『男おばさん！！』
ラーメンWalker TV2
ラーメンWalker TV2
『男おばさん！！』
「とんかつのもと家」/「松阪牛 スタジオゲスト:松田るか、坂ノ上茜(映画『BACK
STREET 本誌連動企画・官僚と巡る東京横断ラーメン食べ歩き!
神奈川第2位へと躍進した 地元愛溢れる淡麗麺!
スタジオゲスト:松田るか、坂ノ上茜(映画『BACK STREET
決」
30
30
30
30
GIRLS‑ゴクドルズ‑』) #137‑3【HD】
小川町「五ツ星」& 高尾「にじいろ」 #213‑13【HD】 30
逗子「想〜SOU〜」 #214‑15【HD】
GIRLS‑ゴクドルズ‑』) #137‑5【HD】
よし田」 #55‑7【HD】
▽15:10 #5‑4【HD】
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
第5話「最年少弁護
00
00
00
00
00
士」
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』インペルダウン編
▽16:00 #22‑3【HD】
▽16:00 #24‑3【HD】
▽16:00 #26‑3【HD】
▽16:00 #28‑3【HD】
▽16:00 #30‑3【HD】
▽16:15 #6‑4【HD】
第443話「最強チーム結成 震撼!イン 第445話「危険な出会い!黒ひげと雨の 第447話「怒りのJETピストル ルフィ 第449話「マゼランの奇策!はばまれた 第451話「起こせ最後の奇跡 正義の門
ペルダウン」
シリュウ」
VS黒ひげ」
脱獄計画」
を突破せよ」
第6話「勝訴の意味」
▽16:30 #23‑3【HD】
▽16:30 #25‑3【HD】
▽16:30 #27‑3【HD】
▽16:30 #29‑3【HD】
▽16:30 #31‑3【HD】
第444話「さらなる混乱!黒ひげ・ 第446話「意地でも倒れぬ!本気のハン 第448話「マゼランを止めろ!イワさん 第450話「脱獄チーム絶体絶命 禁じ手 第452話「目指せ海軍本部 エース救出 ▽17:20 #7‑4【HD】
00
00
00
00
00
ティーチ襲来」
ニャバル」
奥義炸裂」
毒の巨兵"」
への船出!」
第7話「宣戦布告」
▽18:25 #8‑4【HD】
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
30
30
30
30
第8話「増殖する憎し
み」
韓国ドラマ
▽19:30 #9‑4【HD】
『デュエル』
『チーム・バチスタ2 ジェ
第9話「怒りのはけ
『ワンピース エニエス・ロビー編』
日本語字幕版(全16話)
ネラル・ルージュの凱旋』
▽17:30 #34‑2【HD】
口」
(全12話)
第297話「狩人サンジ登場?嘘つき狼に 『チーム・バチスタ2 ジェ
贈る挽歌」
▽17:30 #5‑3【HD】 ▽20:30 #10‑4【HD】
ネラル・ルージュの凱旋』 ▽17:30 #8‑5【HD】【字】
▽18:00 #35‑2【HD】
第10話「葬られた真
第298話「灼熱の蹴り!サンジ足技のフ
(全12話)
第5話「同じ顔が3つ」
第8回「宣告」
ルコース」
実」
▽18:35 #6‑3【HD】
▽18:20 #9‑5【HD】【字】
▽18:30 #36‑2【HD】
第299話「白刃の猛襲!ゾロ対カク強力 ▽17:30 #1‑5【HD】【字】
第9回「医療ミス」
第6話「リストをめぐ
斬撃対決」
第1回「失神」
▽19:10
#10‑5【HD】【字】
＜出演＞
▽19:00 #37‑2【HD】
る駆け引き」
▽18:30 #2‑5【HD】【字】
第10回「病巣」
第300話「鬼神ゾロ!気迫が見せた阿修
配信休止
第2回「集団過呼吸」
▽19:40 #7‑3【HD】 ユ・スンホ、パク・ミ
羅の化身」
▽20:00 #11‑5【HD】【字】
ニョン、ナムグン・ミ
▽19:30 #38‑2【HD】
▽19:20 #3‑5【HD】【字】
第7話「24年前の秘
第11回「記憶喪失」
第301話「スパンダム驚愕!司法の塔に
第3回「人格変貌」
ン、パク・ソンウン
▽20:50 #12‑5【HD】【字】
立つ英雄」
密」
▽20:10 #4‑5【HD】【字】 第12回(最終話)「危篤」
▽20:00 #39‑2【HD】
ほか
▽20:45 #8‑3【HD】
第302話「ロビン解放!ルフィ対ルッチ
第4回「心筋梗塞」
頂上決戦」
▽21:00 #5‑5【HD】【字】
第8話「ソンフンの目
＜出演＞
▽20:30 #40‑2【HD】
第5回「劇症型肺炎」
第303話「時代劇スペシャル:犯人はル
的」
伊藤淳史／仲村トオル／加
フィ親分?消えた大桜を追え」
▽21:50 #6‑5【HD】【字】 藤あい／松坂桃李／名取裕
▽21:50 #9‑3【HD】
▽21:00 #41‑2【HD】
第6回「後遺症」
子／堀部圭亮／戸次重幸／
第304話「勝てなきゃ誰も守れない!ギ
第9話「取り戻した記 30
▽22:40 #7‑5【HD】【字】 白石美帆／西島秀俊 ほか
ア3始動」
▽21:30 #42‑2【HD】
第7回「中毒」
憶」
第305話「戦慄の過去!闇の正義とロ

ブ・ルッチ」
＜出演＞
▽22:00 #43‑2【HD】
第306話「幻の人魚現る?薄れゆく意識 伊藤淳史／仲村トオル／加
のなかで」
藤あい／松坂桃李／名取裕
▽22:30 #44‑2【HD】
第307話「砲火に沈む島!フランキー無 子／堀部圭亮／戸次重幸／
念の叫び」
白石美帆／西島秀俊 ほか
▽23:00 #45‑2【HD】
第308話「ルフィを待て!ためらいの橋
の死闘!」
▽23:30 #46‑2【HD】
第309話「拳に込めた想い!ルフィ渾身
の銃乱打」
30

KiramuneカンパニーL

20

配信休止

水曜日の情事(全11話)
第11話「結婚式の悲恋」 ＜出演＞
本木雅弘／天海祐希／原田泰造／谷原
▽27:40 #9‑4【HD】【字】
章介／伊東美咲／金子さやか／眞鍋か
第9話「追憶・・・会いたい・・・愛 をり／北村一輝／田村亮／石田ひかり
の告白」
30
ほか #11‑4【HD】
▽28:35 #10‑4【HD】【字】
40
番組ガイド19年02月
#5‑4【HD】
第10話「最後の最後に・・・」
『ザ・ノンフィクション』
『ザ・ノンフィクション』
＜出演＞
それでも母娘で生きてゆく
本木雅弘／天海祐希／原田泰造／谷原
雄太とユキノ
▽雄太とユキノに新展開！驚き 章介／伊東美咲／金子さやか／眞鍋か ▽すれ違い母娘に何が？本音言えない
根深い訳…
をり／北村一輝／田村亮／石田ひかり
の決断…仲間激怒
＜語り＞武田祐子
ほか
30
30
30
＜語り＞武田祐子
#12‑19【HD】 30
#16‑17【HD】

『おトクな時間』

配信休止

▽08:20 #61‑1【HD】
▽08:20 #64‑1【HD】
▽09:00 #62‑1【HD】
▽09:05 #65‑1【HD】
▽09:45 #63‑1【HD】
▽09:45 #66‑1【HD】
＜出演＞
＜出演＞
キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン
ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30ホ、イ・イン、ナヤ ほか
30

韓国ドラマ『最後から
二番目の恋』
韓国ドラマ『熱愛』 新企画!「超特急さんぽ」前篇!歩
韓国ドラマ『熱愛』
日本語字幕版（全20
韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 日本語字幕版(全47話) け!!!!超特急 25:00 #51‑3【HD】 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て
日本語字幕版(全47話)
新企画!「超特急さんぽ」後篇!ﾄﾞﾀﾊﾞﾀ
話）
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
街ﾌﾞﾗ完結編! 25:30 #52‑3【HD】
▽24:00
#26‑2【HD】
▽25:10 #11‑2【HD】
▽25:10 #13‑2【HD】
▽25:10 #15‑2【HD】
▽25:10 #17‑2【HD】
▽25:10 #19‑2【HD】
▽25:10 #21‑2【HD】
▽25:10 #23‑2【HD】
▽25:10 #25‑2【HD】
▽25:10 #27‑2【HD】
▽25:10 #29‑2【HD】
▽24:00 #21‑2【HD】 「男の子ごはんを予習!」超特急が時
短ﾚｼﾋﾟ男飯で料理の腕前を披露!
▽25:05 #27‑2【HD】
▽25:50 #12‑2【HD】
▽25:50 #14‑2【HD】
▽25:50 #16‑2【HD】
▽25:50 #18‑2【HD】
▽25:50 #20‑2【HD】
▽25:50 #22‑2【HD】
▽25:50 #24‑2【HD】
▽25:50 #26‑2【HD】
▽25:50 #28‑2【HD】
▽25:50 #30‑2【HD】
▽24:00 #9‑3【HD】
26:00 #53‑3【HD】
▽25:05 #22‑2【HD】
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
▽25:10 #10‑3【HD】 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 ▽26:10 #23‑2【HD】 「ざっくり100円ｼｮｯﾌﾟを学習!」超特 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 ▽26:10 #28‑2【HD】
シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか ▽27:15 #29‑2【HD】
▽26:20 #11‑3【HD】 30シン・ジフン、パク・ヨンス ほか 30シン・ジフン、パク・ヨンス ほか 30シン・ジフン、パク・ヨンス ほか 30シン・ジフン、パク・ヨンス ほか 30シン・ジフン、パク・ヨンス ほか ▽27:15 #24‑2【HD】 急がおばさんに扮して商品目利きに挑
戦! 26:30 #54‑3【HD】
30
30
30
30
30
▽28:25 #30‑2【HD】
▽27:30 #12‑3【HD】 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 ▽28:20 #25‑2【HD】 「超物件ﾘｻｰﾁを予習!」ﾀｶｼのお部屋探
しをしながらﾏﾝｼｮﾝ物件をﾁｪｯｸ! 27:00 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞

＜出演＞
＜出演＞
ソンフン、チェ・ユ キム ・ヒエ、チ・ジ
ニ、クァク・シヤン、
ニョン、シム・ジホ、
チョン・グァンリョ キム・スルギ、イ・ス
ミン ほか
ル、チョン・ミソン、
ファン・シネ、ソヒョ
ン（少女時代） ほか 40

▽27:40 #7‑4【HD】【字】
第7話「怖い女」
▽28:35 #8‑4【HD】【字】
第8話「逆転不倫」
＜出演＞
本木雅弘／天海祐希／原田泰造／谷原
章介／伊東美咲／金子さやか／眞鍋か
をり／北村一輝／田村亮／石田ひかり
ほか
30
30

00

超特急の撮れ高足りてますか? 「お昼のコー
ディネート対決冬ﾊﾞｰｼﾞｮﾝを予習!」
超特急が久々にｺｰﾃﾞ対決!今回は冬服! #69‑1
00
【HD】

＜出演＞
伊藤淳史／仲村トオル／城
田優／鶴見辰吾／名取裕子
／宮川大輔／釈由美子／伊
原剛志 ほか

配信休止

韓国ドラマ
『デュエル』
日本語字幕版(全16話)

▽13:30〜24:00 『ワンピース エニエス・ロビー編』
▽17:30 #8‑5【HD】
▽17:30 #22‑2【HD】
【HD】
第8回「義兄弟の亀裂…オペで異
▽17:30 #1‑5【HD】
麦わら一味
常事態!」
第168話「牙むく大 第174話 「幻の都! 第285話「5つの鍵を奪え!
第1回「医療ミスか?殺人
対CP9」
▽18:20
#9‑5【HD】
▽18:00 #23‑2【HD】
か!?」
蛇!遂に始まる生き 雄大なるシャンドラ 第286話「悪魔の実の力!
第9回「偽アリバイと致命的ミ
カクとジャ
▽18:30 #2‑5【HD】
ス」
ブラ大変身」
残り合戦」
の遺跡!!」
第2回「アクティヴ・フェー
▽18:30 #24‑2【HD】
▽19:10 #10‑5【HD】

韓国ドラマ『おひとりさま
ジヨンさん』
日本語字幕版（全2話）

配信休止

▽12:10 #7‑1【HD】
第7話「傷ついた白衣の天使」
▽13:00 #8‑1【HD】
第8話「運命的な出会い」
＜出演＞
江口洋介／松雪泰子／伊藤英明
／須藤理彩／田畑智子／小日向
文世／宮迫博之／谷原章介／津
50

第20話「二度目の濡れ衣」

＜出演＞
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人 ペク・ジニ、ユン・ヒョンミ
ン、パク・セヨン、ト・サン
生〜』
生〜』日本語字幕版（全120 ウ、チョン・インファ、ソン・
日本語字幕版（全120話）
話）
チャンミン ほか

坊ちゃん教授の事件簿 四国
道後殺人事件
#1‑1【HD】
＜出演＞橋爪功／谷川清美
／西田健／森川章玄／北村
総一朗／尾美としのり／杉
山とく子／美保純 ほか

救命病棟24時 第2シリーズ

00
00
00
00
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』インペルダウン編
▽16:00 #14‑3【HD】
▽16:00 #16‑3【HD】
▽16:00 #18‑3【HD】
▽16:00 #20‑3【HD】
第435話「マゼラン強し!ボン・クレー 第437話「友達だから ボン・クレー決 第439話「ルフィ治療開始 イワさん奇 第441話「ルフィ復活!イワさん脱獄計
敵前逃亡」
死の救出行」
跡の能力!」
画始動!!」
▽16:30 #15‑3【HD】
▽16:30 #17‑3【HD】
▽16:30 #19‑3【HD】
▽16:30 #21‑3【HD】
第436話「雌雄決す!捨て身のルフィ最 第438話「地獄に楽園 インペルダウン 第440話「奇跡を信じて!ボン・クレー 第442話「エース護送開始 最下層LV6
00
00
00
00
後の一撃」
LV5.5」
魂の声援」
の攻防!」

から

から

人情教授夏目龍之介 伊豆の
踊子殺人事件
#1‑1【HD】
＜出演＞橋爪功／森口瑤子
／櫻井淳子／石橋けい／津
久井啓太／出口正義／谷川
清美／杉山とく子／名古屋
章 ほか

配信休止

第287話「死んでも蹴らん!サンジ男の
騎士道!」
▽19:00 #25‑2【HD】
第288話「フクロウの誤算!俺のコーラ
は命の水」
▽19:30 #26‑2【HD】
第289話「ゾロ新技炸裂!刀の名はそげ
キング?」
▽20:00 #27‑2【HD】
第290話「制御不能!チョッパー禁断の
ランブル」
▽20:30 #28‑2【HD】
第291話「時代劇スペシャル:ルフィ親
分再び!夢か現か富くじ騒動」
▽21:00 #29‑2【HD】
第292話「時代劇スペシャル:お城で餅
まき大レース!赤い鼻の陰謀」
▽21:30 #30‑2【HD】
第293話「泡使いカリファ!ナミに迫る
石鹸の罠」
▽22:00 #31‑2【HD】
第294話「響き渡る凶報!発動バスター
コール!」
▽22:30 #32‑2【HD】
第295話「5人のナミ?反撃は蜃気楼と
ともに!」
▽23:00 #33‑2【HD】
第296話「ナミの決断!暴走チョッパー
を撃て!」

水曜日の情事(全11話)

28

10

『チーム・バチスタの栄
光』(全11話)

もっと！ボイボイ無限大

24

配信休止

韓国ドラマ
韓国ドラマ『LIAR GAME』日 韓国ドラマ『LIAR GAME』日本語 韓国ドラマ『LIAR GAME』日本語 韓国ドラマ『被告人』日本語字 『いとしのクム・サウォル』
字幕版(全12話)
字幕版(全12話)
幕版（全18話）
本語字幕版(全12話) 第10話
日本語字幕版（全５１話）
第12話「ファイナルラウンド
第1話「敏腕検事」 ＜出演＞
「密輸ゲームⅡ」 ＜出演＞ 第11話「ファイナルラウンド
Ⅰ」 ＜出演＞
Ⅱ」 ＜出演＞
チソン、オム・ギジュン、ユリ
イ・サンユン、キム・ソウ イ・サンユン、キム・ソウン、 イ・サンユン、キム・ソウン、 （少女時代）、オ・チャンソ
▽07:00 #19‑2【HD】
第19話「すれ違い」
ン、シン・ソンロク ほか シン・ソンロク ほか #11‑4 シン・ソンロク ほか #12‑4 ク、キム・ミンソク、オム・
▽08:10 #20‑2【HD】
#10‑4【HD】
【HD】
【HD】
ヒョンギョン
ほか #1‑3【HD】
20
20
20
20

『刑事ゆがみ』(全10話)

▽11:00〜23:30 ＜アニメ放送20周年
【HD】
記念☆ワンピース一
第144話「奪われた
挙＞
記録!サルベージ王 『ワンピース』空 30
マシラ!」
島・黄金の鐘編

『男おばさん！！』
スタジオゲスト:三上博史(映画『LOVEHOTELに於ける情事
00
とPLANの涯て』) #135‑4【HD】

23

配信休止

『刑事ゆがみ』(全10話)

00
『ワンピース』インペルダウン編
▽16:00 #12‑3【HD】
第433話「署長マゼラン動く 完成!麦
わら包囲網」
▽16:30 #13‑3【HD】
第434話「全戦力終結!LV4・焦熱地獄
00
の決戦」

10

22

10

配信休止

50

20

配信休止

▽12:10 #7‑6【HD】【字】
▽12:10 #1‑1【HD】
▽12:10 #9‑6【HD】【字】
第7回「人生色々悲喜交々」
第1話「緊急ヘリ到着!帰ってき
から
第9回「弓神適当絶体絶命」
▽13:00 #8‑6【HD】【字】
た天才外科医」
▽13:00 #10‑6【HD】【字】
第8回「一日千秋一期一会」 第10回「3か月ありがとう」(最終話)
▽13:10 #2‑1【HD】
第173話「無敵の能力!明か ＜出演＞浅野忠信／神木隆之介
第2話「明日を忘れた男」
＜出演＞浅野忠信／神木隆之介／山本
／山本美月／稲森いずみ／市川 美月／稲森いずみ／オダギリジョー／
30 されるエネルの正体」
＜出演＞
由衣／小林隆／筧美和子／ふせ 渋川清彦／酒井美紀／渡辺哲 ほか 江口洋介／松雪泰子／伊藤英明
えり ほか
／須藤理彩／田畑智子／小日向
50
50
文世／宮迫博之／谷原章介／津
00
00
番組ガイド19年02月
#4‑2【HD】 番組ガイド19年02月
#5‑2【HD】 00
韓国ドラマ『リメンバー〜記憶の彼方
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
へ〜』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
第20話(最終回)「永遠に残るもの」
第1話「普通じゃない青年」
第2話「トラブルメーカー」
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
ユ・スンホ、パク・ミニョン、ナムグ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
ン・ミン、パク・ソンウン ほか
00
#20‑3【HD】
ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ
10 ンソ ほか #1‑3【HD】
10 ンソ ほか #2‑3【HD】

まで

3一挙放送

00

＜アニメ放送20周年記念☆
ワンピース一挙＞
『ワンピース』空島・スカ
イピア編

配信休止

ヒジュン、シン・ウォンホ（CROSS
GENE）、ソン・ドンイル、イ・ジフ
ン、ファン・シネ、ナ・ヨンヒ、シ
ン・ヘソン ほか
50

▽06:00 #61‑3【HD】
▽07:00 #17‑2【HD】
第17話「父の絵」
▽06:30 #62‑3【HD】
配信休止
▽08:10 #18‑2【HD】
20
▽07:00
#63‑3【HD】
第18話「オウォルの折り鶴」
▽07:30 #64‑3【HD】 韓国ドラマ『アイムソー
＜出演＞
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ
ペク・ジニ、ユン・ヒョンミ
リー カン・ナムグ〜逆転人 ン、パク・セヨン、ト・サン 『いとしのクム・サウォル』 ▽08:00 #65‑3【HD】 リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人
日本語字幕版（全５１話）
生〜』
生〜』日本語字幕版（全120
生〜』
▽08:30
#66‑3【HD】
ウ、チョン・インファ、ソン・
日本語字幕版（全120話）
話）
日本語字幕版（全120話）
チャンミン ほか
▽09:00 #67‑3【HD】
▽08:20 #19‑1【HD】
20
第19話「すれ違い」
▽09:30 #68‑3【HD】
30
番組ガイド19年02月
#9‑3【HD】
▽08:20 #52‑1【HD】
▽08:20 #55‑1【HD】
▽08:20 #58‑1【HD】
▽09:30 #20‑1【HD】
▽09:00 #53‑1【HD】
▽09:05 #56‑1【HD】
▽09:00 #59‑1【HD】
第20話「二度目の濡れ衣」
▽09:45 #54‑1【HD】
▽09:45 #57‑1【HD】
▽09:45 #60‑1【HD】
＜出演＞
00
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
ペク・ジニ、ユン・ヒョンミ
配信休止
ン、パク・セヨン、ト・サン
キム・ミンソ、パク・ソン
キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン
ウ、チョン・インファ、ソン・ 『おトクな時間』
ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30
ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30ホ、イ・イン、ナヤ ほか
30
30
30
チャンミン ほか

00

11

韓国ドラマ
『いとしのクム・サウォル』
日本語字幕版（全５１話）

6

00

『おトクな時間』

25
26
27
28
29

放送内容、時間は都合により変更になることがあります。＃のあとの左の数字は話数を、右の数字は放送回数を示しています。また送出形態は、生放送の場合のみ【生】と表示しています。音声は【S二】はステレオ二音声、その他はステレオです。※一部のケーブル局では、ステレオ二音声はご利用いただけませ
ん。※ケーブルテレビでご視聴の方は、お近くのケーブル局へお問い合わせ下さい。

2019/02/04 17:56

（2／2）

6
7
8
9
10

韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
▽06:00 #13‑3【HD】
ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、
▽06:55 #14‑3【HD】
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
＜出演＞
ほか #14‑2【HD】
ほか #15‑2【HD】
ほか #16‑2【HD】
ほか #17‑2【HD】
ほか #18‑2【HD】
イ・ミンホ、チョン・ジヒョン、イ・ 10
10
10
10
10
韓国ドラマ『青い海の伝説』
日本語字幕版(全26話)

ヒジュン、シン・ウォンホ（CROSS
GENE）、ソン・ドンイル、イ・ジフ 韓国ドラマ『被告人』日本語字 韓国ドラマ『被告人』日本語字 韓国ドラマ『被告人』日本語字 韓国ドラマ『被告人』日本語字 韓国ドラマ『被告人』日本語字
幕版（全18話）
幕版（全18話）
幕版（全18話）
幕版（全18話）
幕版（全18話） 第6話「スーツ
ン、ファン・シネ、ナ・ヨンヒ、シ
ン・ヘソン ほか
第2話「指紋」 ＜出演＞
第3話「記憶喪失」 ＜出演＞
第4話「らくがき」 ＜出演＞
第5話「録音」 ＜出演＞
ケース」 ＜出演＞
50
チソン、オム・ギジュン、ユリ チソン、オム・ギジュン、ユリ チソン、オム・ギジュン、ユリ チソン、オム・ギジュン、ユリ チソン、オム・ギジュン、ユリ

20

配信休止

韓国ドラマ
『いとしのクム・サウォル』
日本語字幕版（全５１話）

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

韓国ドラマ
『いとしのクム・サウォル』
日本語字幕版（全５１話）

ヒジュン、シン・ウォンホ（CROSS
GENE）、ソン・ドンイル、イ・ジフ 韓国ドラマ『被告人』日本語字 韓国ドラマ『被告人』日本語字 韓国ドラマ『被告人』日本語字
幕版（全18話）
幕版（全18話） 第8話「ジェニ
幕版（全18話）
ン、ファン・シネ、ナ・ヨンヒ、シ
ン・ヘソン ほか
第7話「自白」 ＜出演＞
ファー」 ＜出演＞
第9話「挑発」 ＜出演＞
50
チソン、オム・ギジュン、ユリ チソン、オム・ギジュン、ユリ チソン、オム・ギジュン、ユリ

（少女時代）、オ・チャンソ
（少女時代）、オ・チャンソ
（少女時代）、オ・チャンソ
（少女時代）、オ・チャンソ
（少女時代）、オ・チャンソ
ク、キム・ミンソク、オム・
ク、キム・ミンソク、オム・
ク、キム・ミンソク、オム・
ク、キム・ミンソク、オム・
ク、キム・ミンソク、オム・
ヒョンギョン
ほか #2‑3【HD】 ヒョンギョン
ほか #3‑3【HD】 ヒョンギョン
ほか #4‑3【HD】 ヒョンギョン
ほか #5‑3【HD】 ヒョンギョン
ほか #6‑3【HD】
20
20
20
20
20

韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人
生〜』
生〜』
生〜』
生〜』
日本語字幕版（全120話） 日本語字幕版（全120話） 日本語字幕版（全120話） 日本語字幕版（全120話）

韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ『アイムソー
リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人 リー カン・ナムグ〜逆転人
生〜』
生〜』
生〜』
生〜』
日本語字幕版（全120話） 日本語字幕版（全120話） 日本語字幕版（全120話） 日本語字幕版（全120話）

40

配信休止
配信休止

11
12

00番組ガイド19年02月 #23‑1【HD】

韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『モンスター〜その 韓国ドラマ『モンスター〜その
愛と復讐〜』日本語字幕版（全 愛と復讐〜』日本語字幕版（全
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
50話） #1‑2【HD】 ＜出演者＞ 50話） #2‑2【HD】 ＜出演者＞
＜出演＞
＜出演＞
カン・ジファン、ソン・ユリ、 カン・ジファン、ソン・ユリ、
▽06:00 #15‑3【HD】
ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 パク・ギウン、スヒョン、イ・ パク・ギウン、スヒョン、イ・
▽06:55 #16‑3【HD】
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ 00ギグァン（Highlight） ほか 00ギグァン（Highlight） ほか
＜出演＞
ほか #19‑2【HD】
ほか #20‑2【HD】
イ・ミンホ、チョン・ジヒョン、イ・ 10
10
10番組ガイド19年02月 #27‑1【HD】 10番組ガイド19年02月 #28‑1【HD】
韓国ドラマ『青い海の伝説』
日本語字幕版(全26話)

韓国ドラマ『被告人』日本語字幕版
（全18話）
第10話「奇策」
＜出演＞
チソン、オム・ギジュン、ユリ（少女
（少女時代）、オ・チャンソ
（少女時代）、オ・チャンソ
（少女時代）、オ・チャンソ 時代）、オ・チャンソク、キム・ミン
ク、キム・ミンソク、オム・
ク、キム・ミンソク、オム・
ク、キム・ミンソク、オム・
ソク、オム・ヒョンギョン ほか
#10‑3【HD】
ヒョンギョン
ほか #7‑3【HD】 ヒョンギョン
ほか #8‑3【HD】 ヒョンギョン
ほか #9‑3【HD】 20
20
20
20

▽08:20 #21‑1【HD】
第21話「閉ざされた記憶」
▽08:20 #67‑1【HD】
▽08:20 #70‑1【HD】
▽08:20 #73‑1【HD】
▽08:20 #76‑1【HD】
▽09:30 #22‑1【HD】
▽09:00 #68‑1【HD】
▽09:00 #71‑1【HD】
▽09:00 #74‑1【HD】
▽09:00 #77‑1【HD】
第22話「恋の行方」
▽09:45 #69‑1【HD】
▽09:45 #72‑1【HD】
▽09:45 #75‑1【HD】
▽09:45 #78‑1【HD】
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
ペク・ジニ、ユン・ヒョンミ
ン、パク・セヨン、ト・サン キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン
ウ、チョン・インファ、ソン・ ホ、イ・イン、ナヤ ほか ホ、イ・イン、ナヤ ほか ホ、イ・イン、ナヤ ほか ホ、イ・イン、ナヤ ほか
30
30
30
30
チャンミン ほか

00

ハミダシター
MC：西野亮廣（キング
コング）
#40‑1【HD】
50

配信休止

配信休止

韓国ドラマ
10
10
『リメンバー〜記憶の 10
救命病棟24時 第3シリーズ
救命病棟24時 第3シリーズ
彼方へ〜』
救命病棟24時 第3シリーズ
第3話「ヘリが運ん 12:10 #5‑1【HD】 第5話「初めて分
日本語字幕版(全20話) 12:10 #1‑1【HD】 第1話「人が人を救 12:10 #3‑1【HD】
だ夫婦の愛!」 ＜出演＞
かった父の想い」 ＜出演＞

配信休止
10

▽07:00 #21‑2【HD】
第21話「閉ざされた記憶」
配信休止
▽08:10 #22‑2【HD】
20
第22話「恋の行方」
＜出演＞
韓国ドラマ『アイムソー
韓国ドラマ
リー カン・ナムグ〜逆転人 ペク・ジニ、ユン・ヒョンミ
『いとしのクム・サウォル』
ン、パク・セヨン、ト・サン
日本語字幕版（全５１話）
生〜』
ウ、チョン・インファ、ソン・
日本語字幕版（全120話）
チャンミン ほか
▽08:20 #23‑1【HD】
20
第23話「サウォルの反撃」
30番組ガイド19年02月 #23‑2【HD】
▽08:20 #79‑1【HD】
▽09:30 #24‑1【HD】
▽09:00 #80‑1【HD】
第24話「直接対決」
▽09:45 #81‑1【HD】
＜出演＞
＜出演＞
ペク・ジニ、ユン・ヒョンミ
配信休止
ン、パク・セヨン、ト・サン
キム・ミンソ、パク・ソン
ウ、チョン・インファ、ソン・
ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30
30
チャンミン ほか
おんせんデカ修善寺温泉駐在日 『じゃじゃじゃじゃー 40
記
『ザ・ノンフィクション』
ン!』
#4‑1【HD】
00
湯けむりに浮かぶ美女に忍び寄
10:40 #96‑4【HD】 ブータ
る連続殺人の罠…
第5回ドラマ甲子園
ンで愛の告白
＜出演＞水谷豊／吉田日出子／
▽もう１人は嫌…女31歳
▽11:00 #1‑6【HD】【字】
竹本孝之／城後光義／草薙良一
７歳年下彼氏か帰国か
／中原早苗／遠藤慎子／山下容 「キミの墓石を建てに行こう。」19歳
＜語り＞鈴木杏樹 11:40
莉枝／米澤史織／片桐竜次／朝 の監督が切ないラブストーリーに挑
戦!!主▽12:00 #3‑2【HD】
#97‑4【HD】 ブータンで愛
丘雪路 ほか
メイキング
の告白 別れの時
#1‑3【HD】
10
〜男子予備校生 決断を下した19歳の

救命病棟24時 第3シリーズ

救命病棟24時 第3シリーズ

夏〜
磯村勇斗 白石聖 / 志田未来
30

12:10 #7‑1【HD】 第7話「朝はまた来 12:10 #9‑1【HD】 第9話「あなたが涙
る!」 ＜出演＞
をぬぐうとき」 ＜出演＞
50
うという事」 ＜出演＞
江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル 江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル 江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル 江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル
江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル ／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大 ／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大 ／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大 ／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大
／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大 泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか
泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか
泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか
泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか
泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか 13:00 #4‑1【HD】 第4話「あなたを探 13:00 #6‑1【HD】 第6話「愛する人を 13:00 #8‑1【HD】 第8話「神の手はあ 13:00 #10‑1【HD】 第10話「命の終わ
13:10 #2‑1【HD】 第2話「ひとりでも
しにいきたい」 ＜出演＞
失うという事」 ＜出演＞
きらめない!」 ＜出演＞
りを看取るとき」 ＜出演＞
多くの命を!」 ＜出演＞
江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル 江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル 江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル 江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル
江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル ／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大 ／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大 ／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大 ／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大
／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大 50 泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか 50 泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか 50 泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか 50 泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか
泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか
00
00番組ガイド19年02月 #19‑3【HD】 00番組ガイド19年02月 #20‑2【HD】 00番組ガイド19年02月 #21‑2【HD】 00番組ガイド19年02月 #22‑1【HD】

ほか 30

配信休止

▽仕事か結婚か究極選択
＜語り＞鈴木杏樹

ラーメンWalker TV2
スープカレーの匠が放つ 辛うまカラフル麺!
50
下北沢「スパイスラーメン 点と線.」 #206‑29【HD】

▽08:20 #82‑1【HD】
▽08:20 #85‑1【HD】
▽08:20 #88‑1【HD】
▽08:20 #91‑1【HD】
▽09:00 #83‑1【HD】
▽09:00 #86‑1【HD】
▽09:00 #89‑1【HD】
▽09:00 #92‑1【HD】
▽09:45 #84‑1【HD】
▽09:45 #87‑1【HD】
▽09:45 #90‑1【HD】
▽09:45 #93‑1【HD】
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン キム・ミンソ、パク・ソン
ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30ホ、イ・イン、ナヤ ほか 30ホ、イ・イン、ナヤ ほか
30
ｻｽﾍﾟﾝｽﾄﾞﾗﾏｾﾚｸｼｮﾝ
『指名手配』
指名手配…青森県八戸市、人口
24万5千人。その中からたった1
人の逃亡者を捜し出せ!!
＜出演＞渡辺謙／永島暎子／倉
崎青児／岩崎ひろし／鶴田忍／
水島かおり／石橋蓮司 ほか
#61‑6

10

ｻｽﾍﾟﾝｽﾄﾞﾗﾏｾﾚｸｼｮﾝ
介護ヘルパー殺人事件簿
『指名手配2』
困ってる人は見過ごせない!
指名手配 人口42万7千人長崎市 (介護ヘルパーの事件簿)
潜入捜査中焼死した先輩が生き ＜出演者＞水谷豊／床嶋佳
ている? 内密に捜し出せ！！
＜出演＞渡辺謙／中島ひろ子／ 子／東恵美子／黒田アー
林隆三／東野英心／姿晴香／日 サー／増子倭文江／岡まゆ
向明子／鶴田忍／立川三貴 ほ み／松井紀美江／沢向要士
／藤岡琢也 ほか
か
#62‑6
#1‑3【HD】
10
10
10

配信休止

救命病棟24時 第3シリーズ
美しい隣人 12:10 #1‑3【HD】 美しい隣人 12:10 #3‑3【HD】
第11話「命と希望が蘇る街へ!」 第1話「苦しむ女、苦しめる女」 第3話「隣の女の正体」 ＜出演 美しい隣人 12:10 #5‑3【HD】
＜出演＞
第5話「絶体絶命」 ＜出演＞仲
江口洋介／ 松嶋菜々子／仲村トオル ＜出演＞仲間由紀恵/檀れい/三 ＞仲間由紀恵/檀れい/三浦理恵 間由紀恵/檀れい/三浦理恵子/鈴
浦理恵子/鈴木砂羽/森山栄治/神
子/鈴木砂羽/森山栄治/神保悟
／香川照之／京野ことみ／小栗旬／大
木砂羽/森山栄治/神保悟志/左右
泉洋／川岡大次郎／MEGUMI ほか 保悟志/左右田一平/草笛光子/渡 志/左右田一平/草笛光子/渡部篤
田一平/草笛光子/渡部篤郎
ほ
10
#11‑1【HD】
部篤郎 ほか 13:10 #2‑3【HD】 郎 ほか 13:05 #4‑3【HD】 第4
か 13:05 #6‑3【HD】 第6話「地
『ザ・ノンフィクション』
第2話「幸福を壊す女」 ＜出演 話「満足できない女」 ＜出演＞
日中共同制作 母として女として〜上 ＞仲間由紀恵/檀れい/三浦理恵 仲間由紀恵/檀れい/三浦理恵子/ 獄の快気祝い」 ＜出演＞仲間由
海シングルマザー物語〜
子/鈴木砂羽/森山栄治/神保悟 鈴木砂羽/森山栄治/神保悟志/左 紀恵/檀れい/三浦理恵子/鈴木砂
羽/森山栄治/神保悟志/左右田一
▽揺れる39歳…お見合い
志/左右田一平/草笛光子/渡部篤 右田一平/草笛光子/渡部篤郎
元カレ…涙の上海再会
平/草笛光子/渡部篤郎 ほか
郎 ほか
ほか
00 ＜語り＞武田祐子 #107‑3【HD】 00
00
00

▽11:00 #11‑4【HD】
第11話「人生を賭けた
戦い」
▽12:00 #12‑4【HD】
第12話「偽りの闇を照
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
韓国ドラマ『グッド・ドク
らす」
LIONS BASEBALL L! LIONS BASEBALL L! ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
ター』日本語字幕版(全20話)
▽13:00 #13‑4【HD】 ター』日本語字幕版(全20話)
第9話「夢を守りたい」
第10話「 レジデント"パク・シ
第11話「兄弟の思い」
第12話「誰かを愛する資格」
第13話「悪い記憶」
第14話「本当の勇気」
第15話「君を守る強い人」
第16話「愛情という薬」
第17話「重荷になりたくない」
VE 2019プレシーズ VE 2019プレシーズ
第13話「蝕まれる記
＜出演＞
オン」 ＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
ンマッチ
ンマッチ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
チュウォン、ムン・チェウォ
憶」
ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ
ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ ン、チュ・サンウク、キム・ミ
▽14:00 #14‑4【HD】 10 ンソ ほか #9‑3【HD】
10 ンソ ほか #10‑3【HD】
10 ンソ ほか #11‑3【HD】
10 ンソ ほか #12‑3【HD】
10 ンソ ほか #13‑3【HD】
10 ンソ ほか #14‑3【HD】
10 ンソ ほか #15‑3【HD】
10 ンソ ほか #16‑3【HD】
10 ンソ ほか #17‑3【HD】
埼玉西武
埼玉西武
TV2 くじら軒の技と心を継承したベテラ
ラーメンWalker TV2
ラーメンWalker TV2
ラーメンWalker TV2
ラーメンWalker TV2
ラーメンWalker TV2
ラーメンWalker TV2
第14話「復讐の序幕」 ラーメンWalker ンコンビのパーコー麺!
あの一つ星店主が母のためにプロデュースした愛情麺!
埼玉新店No.1に輝いた個性爆発のシュラスコ麺!
一大リニューアルの超人気店に独占先行取材を敢行!
新天地でさらなる飛躍を遂げたGP殿堂入り店!
駅前の古民家で味わう超独創的濃密煮干ラーメン!
ラーメン?うどん??衝撃のトロトロモチモチ極太麺!
30 本鵠沼「麺バルHACHIKIN」 #216‑19【HD】
30 八潮「Handicraft Works」 #217‑16【HD】
30 東池袋「志奈そば 田なか」 #218‑14【HD】
30
30 下北沢「純手打ち 麺と未来」 #205‑30【HD】
新宿御苑前「SOBA HOUSE 金色不如帰」 #219‑8【HD】 30
赤羽『自家製麺 伊藤』 #220‑4【HD】
vs
vs
▽15:01 #15‑4【HD】 30 関内「ハマカゼ拉麺店」 #215‑16【HD】
配信休止
配信休止
第15話「分かち合う想
千葉ロッテ
千葉ロッテ
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
00
00
00
00
00
00
00
00
00
い」
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』インペルダウン編
『ワンピース』マリンフォード編
『ワンピース』マリンフォード編
『ワンピース』マリンフォード編
『ワンピース』マリンフォード編
『ワンピース』マリンフォード編
▽16:01 #16‑4【HD】 『ワンピース』インペルダウン編
〜春野総合運動公園 〜春野総合運動公園 『ワンピース』マリンフォード編
▽16:00 #32‑3【HD】
▽16:00 #34‑3【HD】
▽16:00 #36‑3【HD】
▽16:00 #1‑3【HD】
▽16:00 #3‑3【HD】
▽16:00 #5‑3【HD】
▽16:00 #7‑3【HD】
▽16:00 #9‑3【HD】
▽16:00 #11‑3【HD】
第463話「すべてを焼き尽くす!!大将 第465話「勝者だけが正義 発動!セン 第467話「死んでも助ける ルフィVS海 第469話「くまに起きた異変 イワさん
第16話「確実な証拠」 第453話「仲間達の行方 空島リポート 第455話「仲間達の行方 革命軍と暴食 第457話「海軍本部直前回想特別編 兄 第459話「決戦の刻迫る!海軍最強の布 第461話「決戦の幕開け!エースと白ひ
野球場
野球場
と改造動物」
の森の罠!」
弟の誓い!」
陣完成!」
げの過去」
赤犬の能力」
ゴクの作戦!」
軍戦闘開始」
怒りの一撃」
▽17:01 #17‑4【HD】
▽16:30 #33‑3【HD】
▽16:30 #35‑3【HD】
▽16:30 #37‑3【HD】
▽16:30 #2‑3【HD】
▽16:30 #4‑3【HD】
▽16:30 #6‑3【HD】
▽16:30 #8‑3【HD】
▽16:30 #10‑3【HD】
▽16:30 #12‑3【HD】
生 #1‑1【HD】
生 #2‑1【HD】
第454話「仲間達の行方
巨鳥のヒナと
第456話「仲間達の行方
巨大な墓標と
第458話「海軍本部直前回想特別編
集
第460話「巨大艦隊あらわる
襲来!白
第462話「世界を滅ぼす力!グラグラの
第464話「魔人の子孫!リトルオーズ 第466話「麦わらチーム到着 風雲急を 第468話「激戦の連続!能力者軍団VS能 第470話「剣豪ミホーク ルフィに迫る
第17話「勇気ある証 00
00
00
00
00
00
00
00
00
桃色の対決」
パンツの恩」
結!三大将」
ひげ海賊団」
実の能力」
Jr.驀進!」
告げる戦場」
力者軍団」
黒刀の斬撃」
言」
▽18:00 #18‑4【HD】
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
配信休止
30
30
30
30
30
30
30
第18話「愛するひと」 30
韓国ドラマ
▽19:00 #19‑4【HD】
『TOKYOエアポート〜東京空港管制保
安部〜』(全10話）
00
00
韓国ドラマ
『デュエル』
第19話「暴かれる真 『ワンピース エニエス・ロビー編』 『TOKYOエアポート〜東京空
港管制保安部〜』(全10話）
『ワンピース エニエス・ロビー編』
『ラストクリスマス』（全11
『総理と私』
▽17:30 #8‑2【HD】
日本語字幕版(全16話) 映画「翔んで埼玉」メ 寺門ジモンの肉専門チャンネル
実」
話）
「名門」
第8話「飛行機トラブルで試される管
▽17:30 #47‑2【HD】
▽17:30
#59‑2【HD】
日本語字幕版(全20話)
▽17:30
#1‑2【HD】
▽20:00 #20‑4【HD】 第310話「友、海より来る!麦わら一味
30イキング #1‑1【HD】 30
制官の絆」
#47‑38【HD】
第322話「さらば愛しき子分達!フラン
第1話「空を操る航空管制
▽18:20 #9‑2【HD】
最強の絆」
▽17:30 #8‑3【HD】【字】
ラーメンWalker TV2
キー発つ」
▽17:30 #10‑3【HD】 ラーメン?うどん??衝撃のトロトロモチモチ極太麺!
第20話(最終回)「永遠
『ラストクリスマス』
第9話「届かぬ声…エアポート史上最
▽18:00 #48‑2【HD】
第8話「心の握手」
官、空中衝突を回避せ
50 下北沢「純手打ち 麺と未来」 #205‑29【HD】
▽18:00 #60‑2【HD】
▽17:30 #1‑3【HD】
（全11話）
悪の2日間」
第311話「全員大脱出!勝者の道は海賊
第10話「ソンジュンと
に残るもの」
第323話「出港水の都!男ウソップ決闘
▽18:20 #9‑3【HD】【字】
00番組ガイド19年02月 #23‑4【HD】
よ！」
ライオンズTV
▽19:10 #10‑2【HD】
のために」
のケジメ」
第9話「天使の雪」
▽18:25 #2‑3【HD】
ソンフン」
▽18:30 #2‑2【HD】
第10話(最終話）「感動の最終回！命
▽18:30 #49‑2【HD】
▽18:30
#61‑2【HD】
松本清張ｻｽﾍﾟﾝｽ
〜LIONS THANKS
▽17:30 #1‑3【HD】【字】 ▽19:10 #10‑3【HD】【字】
を守る航空管制官」
第312話「ありがとうメリー!雪に煙る 第2話「空港緊急閉鎖！迫り
▽19:20
#3‑3【HD】
第324話「めぐる手配書!故郷は踊る
▽18:35
#11‑3【HD】
＜出演＞
『草の陰刻』
第10話「約束の海」
第1話「秘密の二人」
別れの海」
船は進む!」
FESTA 2018〜
くる不審者の影…」」
怪火事件に隠された黒い疑惑
▽20:15 #4‑3【HD】
＜出演＞
▽19:00 #50‑2【HD】
第11話「12年前の因 過去を消した男と謎のスネーク
ユ・スンホ、パク・ミ
▽18:30 #2‑3【HD】【字】 ▽20:00 #11‑3【HD】【字】
▽19:00 #62‑2【HD】
▽19:20 #3‑2【HD】
深田恭子/佐々木希/瀬戸康史/要潤/瀬
第313話「破られた安息!愛の拳を持つ
第11話(最終話）「幸せのオーロ
#1‑6【HD】
第325話「最凶の能力!エースを襲う黒
第2話「奇跡の夜」」
縁」
ニョン、ナムグン・ミ
戸朝香/時任三郎ほか
海軍中将」
ダンサー ＜出演＞
第3話「航空管制官VSパイ
ひげの闇」
ラ」
▽19:20 #3‑3【HD】【字】
▽19:30 #51‑2【HD】
＜出演＞
▽19:30 #63‑2【HD】
▽19:40 #12‑3【HD】 宅麻伸／財前直見／須藤正裕／ 00
ン、パク・ソンウン 第314話「最強の家系?明かされたル
ロット！空を守る責任と 00
第3話「涙の抱擁」
第326話「謎の海賊ご一行!サニー号と
山口仁／吉田次昭／葉山レイコ
配信休止
＜出演＞
ユナ（少女時代）、
は…」
フィの父!」
第12話「治療剤の行 ／井上博一／清水宏／草薙良一
ほか
危険な罠」
▽20:10 #4‑3【HD】【字】 織田裕二／矢田亜希子／玉木宏
▽20:00 #52‑2【HD】
▽20:10 #4‑2【HD】
▽20:00
#64‑2【HD】
／白川和子／内藤剛志 ほか #3
方」
第4話「幸せの絆」
第315話「その名は新世界!偉大なる航
／森山未來／片瀬那奈／伊原剛 イ・ボムス、ユン・
第327話「サニー号ピンチ!唸れ超速の
第4話「100年の夢を運ぶ航
‑5【HD】
路の行方」
志ほか
シュン、スホ（ＥＸ
▽21:00 #5‑3【HD】【字】
秘密メカ」
▽20:45 #13‑3【HD】 40
空管制官！」
▽20:30 #53‑2【HD】
『ザ・ノンフィクション』
▽20:30 #65‑2【HD】
第5話「輝くキス」
Ｏ・特別出演） ほか
第316話「シャンクス動く!暴走する時
第13話「新たな事実」
▽21:00
#5‑2【HD】
ボクは梅湯の三次郎
第328話「新世界に沈む夢!失意の海賊
00
▽21:50
#6‑3【HD】【字】
代への楔」
▽早くも廃業？銭湯男子
パズール」
配信休止
第5話「1枚の写真に隠され
椎名林檎
▽21:50 #14‑3【HD】
10
10
▽21:00 #54‑2【HD】
第6話「もう一度」
▽21:00 #66‑2【HD】
給料５万の大誤算経営
ラーメンWalker TV2 くじら軒の技と心を継承したベテラ
た40年前のフライト」
＜語り＞斉藤 由貴
第14話「ソンジュンの 30
AAA C.A.L After Party 第317話「ヤガラを探す少女!水の都大
ﾃﾞﾋﾞｭｰ20周年企画 第329話「襲い来る刺客たち!氷上大バ
ンコンビのパーコー麺!
▽22:40 #7‑3【HD】【字】 SUPER JUNIOR WORLD TOUR 30 関内「ハマカゼ拉麺店」
捜査線!」
#215‑19【HD】
▽21:50 #6‑2【HD】
#109‑2【HD】
トル開始」
2018 スペシャルバージョン
第7話「別れよう」
▽21:30 #55‑2【HD】
苦悩」
▽21:30 #67‑2【HD】
SUPER SHOW 7
第6話「究極の選択 1人の
AAAが年末に行った一日だけ 第318話「母は強し!ゾロのドタバタ家
Kiramune10周年イヤー記念3か月連続
命VS200人の命」
事手伝い」
のﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｲﾌﾞを生中継とは
企画
00
▽22:00 #56‑2【HD】
▽22:40 #7‑2【HD】
＜出演＞
KiraカンL全話一挙放送！
異なるｶｯﾄ割りでお届けする 第319話「サンジ衝撃!謎の爺さんと激
『ザ・ノンフィクション』
第7話「交錯する思い…窮地 お母さん、もうすぐいなくなるよ
KiramuneカンパニーL
ウマ料理」
チョン・ジェヨン、キ
ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ!ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを
に立たされた管制官」
▽22:30
#57‑2【HD】
〜ダウン症・愛する娘へ〜
別ｱﾝｸﾞﾙで楽しめる永久保存 第320話「ついに全員賞金首!6億超え
ム・ジョンウン、ヤ
▽21:30 #20‑3【HD】
▽ダウン症の娘へ…末期
ｹﾞｽﾄ：阪口大助
版!
の一味!」
ガンの母は何伝える？
ン・セジョン、 ソ・
＜出演＞
▽22:00 #21‑3【HD】
▽23:00 #58‑2【HD】
#1【HD】
50＜語り＞永作 博美 #114‑1【HD】
ｹﾞｽﾄ：千葉翔也・堀江瞬・吉永拓斗
深田恭子/佐々木希/瀬戸康
第321話「海を臨む百獣の王!夢の船
ウンス
ほか
00
00番組ガイド19年02月 #20‑3【HD】
00
▽22:30 #22‑3【HD】
堂々完成!」
史/要潤/瀬戸朝香/時任三郎
10
ｹﾞｽﾄ：上村祐翔・保住有哉
めし友図鑑
もっと！ボイボイ無限大
ほか
ﾅﾚｰｼｮﾝ:保住有哉
シーズン2 十一杯目いちほまれ
『ザ・ノンフィクション』
AAA COLOR A LIFEスペシャ
▽23:00 #23‑3【HD】
30
30
30
#11‑17【HD】
▽23:00 #16‑2【HD】
高円寺でひとりぼっち
ルバージョン
ｹﾞｽﾄ：岡本信彦
▽23:30 #17‑1【HD】
超特急の撮れ高足りてますか?
MAG!C☆PRINCEの『マジ☆チャレ』
▽高円寺で１人ぼっち…
ﾅﾚｰｼｮﾝ:吉江
AAAの4大ﾄﾞｰﾑﾂｱｰﾌｧｲﾅﾙの福 「直撃!外国人からみ系ﾊﾞﾗｴﾃｨを予習!」
マジプリ初の冠番組！挑戦バラエティ
ナゴヤドーム単独公演も決まったボイ
モデル挫折とバー経営
▽23:30 #34‑1【HD】
配信休止
出演：MAG!C☆PRINCE/師匠（ゲスト）：九星
岡ﾔﾌｵｸ!ﾄﾞｰﾑ公演を生中継と 00 超特急がｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ!
00
00
00
00
00
＜語り＞ヒロシ #104‑4【HD】 メンの新冠番組シーズン2をCS初放送!
#70‑1【HD】
隊 Hi☆Five #6‑1【HD】
異なるｶｯﾄ割りで再編集した
特別ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ！AAAのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝ 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』 韓国ドラマ『温かい一言』
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
日本語字幕版(全20話)
ｽを別ｱﾝｸﾞﾙで楽しめる永久
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
保存版!
ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、 ハン・へジン、チ・ジニ、
#1‑2【HD】
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
キム・ジス、イ・サンウ
00
韓国ドラマ『熱愛』
ほか #16‑1【HD】
ほか #17‑1【HD】
ほか #18‑1【HD】
ほか #19‑1【HD】
ほか #20‑1【HD】
10
10
10
10
10

▽20:00 #5‑1【HD】 第330話「大苦戦麦わら一味!旗にかけ
る海賊魂」
▽22:00 #68‑2【HD】
「Electric Mole」 第331話「暑苦しさ全開!迫る双子の磁
力パワー」
【2003年】
▽22:30 #69‑2【HD】
▽22:00 #6‑1【HD】 第332話「大混乱の館!怒るドンと囚わ
れの一味」
▽23:00 #70‑2【HD】
「Ringo EXPO 08」 第333話「不死鳥ふたたび!友に誓う海
【2008年】
賊旗の夢」

SUPER JUNIOR IS BACK!
＜出演＞
約4年ぶりの開催となる
織田裕二／矢田亜希子／玉
SUPER SHOW 7 独占初放
木宏／森山未來／片瀬那奈 送！番組でしか見られない
／伊原剛志ほか
独占映像も必見！
#1‑2【HD】
50
00番組ガイド19年02月 #27‑5【HD】

▽23:30 #71‑2【HD】
第334話「アツアツ超決戦!ルフィvs灼
30
熱のドン」

00

ライオンズTV
キャンプSP
#2‑1【HD】

00

SUPER JUNIOR SUPER
THE ODAIBA MUSIC LIVE
#1‑6【HD】 PROGRAM ELF必見の完全ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙ番組!SJがﾊﾞﾗｴﾃｨｽｷﾙを存
超特急の撮れ高足りてますか?
「直撃!外国人からみ系ﾊﾞﾗｴﾃｨを予習!」 50 分に発揮! #1‑1【HD】

韓国ドラマ『モンスター〜その
愛と復讐〜』日本語字幕版（全
50話） #1‑1【HD】 ＜出演者＞
カン・ジファン、ソン・ユリ、
パク・ギウン、スヒョン、イ・
00ギグァン（Highlight） ほか

韓国ドラマ『モンスター〜その
愛と復讐〜』日本語字幕版（全
50話） #2‑1【HD】 ＜出演者＞
カン・ジファン、ソン・ユリ、
パク・ギウン、スヒョン、イ・
00
ギグァン（Highlight） ほか

00

超特急がｸﾞﾀﾞｸﾞﾀﾞ異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ!
#70‑2【HD】

韓国ドラマ『モンスター〜その
愛と復讐〜』日本語字幕版（全
50話）
#3‑1【HD】 ＜出演者＞
カン・ジファン、ソン・ユリ、
パク・ギウン、スヒョン、イ・
10ギグァン（Highlight） ほか

00

30

韓国ドラマ『モンスター〜その
愛と復讐〜』日本語字幕版（全
50話）
#4‑1【HD】 ＜出演者＞
カン・ジファン、ソン・ユリ、
パク・ギウン、スヒョン、イ・
10ギグァン（Highlight） ほか

『おトクな時間』

00

田有紀／庄野崎謙／黒川芽 ▽17歳になった全盲の少女、自立への
＜出演＞
▽55歳中年の恋…結末は?!きよ 紀／庄野崎謙／黒川芽以／鎌苅 紀／庄野崎謙／黒川芽以／鎌苅 寺門ジモンの肉専門チャンネル ▽漁師に恋した台湾お嬢様！す 仲間由紀恵／三浦翔平／内田有
決断に向かう母と娘の姿
健太／萩原聖人／石黒英雄／高 健太／萩原聖人／石黒英雄／高 「とんかつのもと家」/「松阪牛
紀／庄野崎謙／黒川芽以／鎌苅 仲間由紀恵／三浦翔平／内田有 以／鎌苅健太／萩原聖人／
ちゃん驚きﾃﾞｰﾄ
れ違い…33歳の女心
＜語り＞大坪千夏
嶋政伸 ほか
嶋政伸 ほか
健太／萩原聖人／石黒英雄／高 30
紀／庄野崎謙／黒川芽以／鎌苅 30
30
30
30
30
＜語り＞武田祐子
#20‑20【HD】 30
＜語り＞斉藤舞子
#32‑17【HD】 30
石黒英雄／高嶋政伸 ほか 30 ＜語り＞大坪千夏 #37‑19【HD】
よし田」 #55‑9【HD】

30

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

00

『おトクな時間』

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

00番組ガイド19年02月 #28‑4【HD】

韓国ドラマ『最後から
二番目の恋』
10番組ガイド19年02月 #25‑3【HD】 10番組ガイド19年02月 #26‑4【HD】
日本語字幕版(全47話) 日本語字幕版（全20
韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て
韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て 韓国ドラマ『愛の香り〜憎しみの果て
話）
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
に〜』日本語字幕版(全149話)
▽24:00 #31‑2【HD】
韓国ドラマ『最後から
▽25:10 #31‑2【HD】
▽25:10 #33‑2【HD】
▽25:10 #35‑2【HD】
▽25:10 #37‑2【HD】
▽25:10 #39‑2【HD】
▽25:10 #41‑2【HD】
▽25:10 #43‑2【HD】
▽25:10 #45‑2【HD】
▽25:10 #47‑2【HD】
▽25:15
#32‑2【HD】
▽25:50
#32‑2【HD】
▽25:50
#34‑2【HD】
▽25:50
#36‑2【HD】
▽25:50
#38‑2【HD】
▽25:50
#40‑2【HD】
▽25:50
#42‑2【HD】
▽25:50
#44‑2【HD】
▽25:50
#46‑2【HD】
▽25:50 #48‑2【HD】
▽24:00
#17‑3【HD】
二番目の恋』
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
日本語字幕版（全20 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 ▽26:30 #33‑2【HD】 ▽25:10 #18‑3【HD】 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、 イ・シア、キム・ジヌ、キル・ウネ、
シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか ▽27:45 #34‑2【HD】 ▽26:20 #19‑3【HD】 シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか シン・ジフン、パク・ヨンス ほか
話）
30
30
30
30
30
30
30
30
30
▽27:30 #20‑3【HD】 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕
韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕 韓国ドラマ『熱愛』日本語字幕
＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
版(全47話) ＜出演＞
▽25:00 #13‑3【HD】 ソンフン、チェ・ユニョン、シ
ソンフン、チェ・ユニョン、シ ソンフン、チェ・ユニョン、シ ソンフン、チェ・ユニョン、シ ソンフン、チェ・ユニョン、シ ソンフン、チェ・ユ
ソンフン、チェ・ユニョン、シ ソンフン、チェ・ユニョン、シ ソンフン、チェ・ユニョン、シ ソンフン、チェ・ユニョン、シ
＜出演＞
▽26:10 #14‑3【HD】 ム・ジホ、チョン・グァンリョ ム・ジホ、チョン・グァンリョ ム・ジホ、チョン・グァンリョ ム・ジホ、チョン・グァンリョ ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ム・ジホ、チョン・グァンリョ ム・ジホ、チョン・グァンリョ ム・ジホ、チョン・グァンリョ ム・ジホ、チョン・グァンリョ
ニョン、シム・ジホ、
ル、チョン・ミソン、ファン・
ル、チョン・ミソン、ファン・
ル、チョン・ミソン、ファン・
ル、チョン・ミソン、ファン・
ル、チョン・ミソン、ファン・
ル、チョン・ミソン、ファン・
ル、チョン・ミソン、ファン・
ル、チョン・ミソン、ファン・
ル、チョン・ミソン、ファン・
キム ・ヒエ、チ・ジ
▽27:20 #15‑3【HD】
シネ、ソヒョン（少女時代）
シネ、ソヒョン（少女時代）
シネ、ソヒョン（少女時代）
シネ、ソヒョン（少女時代）
チョン・グァンリョ ニ、クァク・シヤン、 シネ、ソヒョン（少女時代） シネ、ソヒョン（少女時代） シネ、ソヒョン（少女時代） シネ、ソヒョン（少女時代）
▽28:25 #16‑3【HD】 40シネ、ソヒョン（少女時代）
ほか #32‑1【HD】
ほか #33‑1【HD】
ほか #34‑1【HD】
ほか #35‑1【HD】
ほか #36‑1【HD】
ほか #37‑1【HD】
ほか #38‑1【HD】
ほか #39‑1【HD】
ほか #40‑1【HD】
40
40
40
40
40
40
40
ル、チョン・ミソン、 キム・スルギ、イ・ス 40
『サキ』（全11話）
『サキ』（全11話） 27:40
『サキ』（全11話）
『サキ』（全11話）
『サキ』（全11話）
『サキ』（全11話）
ファン・シネ、ソヒョ
第11話「悪女の最後」
ミン ほか
＜出演＞
#9‑3【HD】 第9話「セレブ
#11‑3【HD】 ＜出演＞
ン（少女時代） ほか
▽27:40 #1‑3【HD】
▽27:40 #3‑3【HD】
▽27:40 #5‑3【HD】
▽27:40 #7‑3【HD】
配信休止
妻を狂わす疑惑の真珠」 仲間由紀恵／三浦翔平／内田有紀／庄
キム ・ヒエ、チ・ジ
第1話「接近」
第3話「禁断へ導く女」
第5話「姉への疑惑」
第7話「母へ…明かされる 悪 28:35 #10‑3【HD】 第10話 野崎謙／黒川芽以／鎌苅健太／萩原聖
30
30 人／石黒英雄／高嶋政伸 ほか
ニ、クァク・シヤン、
▽28:40 #2‑3【HD】
▽28:35 #4‑3【HD】
28:35 #6‑3【HD】
女"の履歴書」
「母を殺した最後の男」 40番組ガイド19年02月 #28‑6【HD】
40番組ガイド19年02月 #20‑6【HD】
40
第2話「タブーの正体」
第4話「タブーの結末」
第6話「弱者の逆襲!追い詰めら
▽28:35 #8‑3【HD】
配信休止
配信休止
キム・スルギ、イ・ス
＜出演＞
＜出演＞
＜出演＞
れた悪女」
第8話「母のための復讐‑真夜中
『ザ・ノンフィクション』
『ザ・ノンフィクション』
『ザ・ノンフィクション』
ミン ほか
仲間由紀恵／三浦翔平／内 生きてます17歳〜井上母娘・自立へ〜
仲間由紀恵／三浦翔平／内田有 仲間由紀恵／三浦翔平／内田有 00
＜出演＞
の誘惑」
その後の中年純情物語
愛のチカラ

30

7

00

SUPER★DRAGON
30

MAG!C☆PRINCEの『マジ☆チャレ』
マジプリ初の冠番組！挑戦バラエティ
出演：MAG!C☆PRINCE/師匠（ゲスト）：九星
00
隊 Hi☆Five #6‑2【HD】

6

00

『おトクな時間』

24
25
26
27
28
29

放送内容、時間は都合により変更になることがあります。＃のあとの左の数字は話数を、右の数字は放送回数を示しています。また送出形態は、生放送の場合のみ【生】と表示しています。音声は【S二】はステレオ二音声、その他はステレオです。※一部のケーブル局では、ステレオ二音声はご利用いただけませ
ん。※ケーブルテレビでご視聴の方は、お近くのケーブル局へお問い合わせ下さい。

