
50

配信休止

10
純喫茶に恋をして

～阿佐ヶ谷・gion #2-20【HD】 

10

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#11-2【HD】 ＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ
ハ、ホ・ジョンウン ほか

20PR 2020年7月 #9-1【HD】 

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #43-1【HD】
第43話「絶縁」

▽08:55 #44-1【HD】
第44話「ミョンジャの悪知恵」

▽09:30 #45-1【HD】
第45話「消せない過去」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-23【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #63-1【HD】
▽14:40 #64-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-2【HD】 

30

配信休止

50
ラーメンWalker TV2 ラーテレSP!

田中貴ロングインタビュー #243-24【HD】 

40

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

オリックス

～メットライフドー
ム

生 #11-1【HD】

00

ラーメンWalker TV2
あつまれラーメン好き女性

「ラーテレ 女性ゲストSP第1弾!」 #259-6【HD】 

00

SELECTRAVEL

22:00 #6-31【HD】 網走・
知床編 22:30 #7-31【HD】 
九州 福岡・大分編 

50

西城秀樹追悼特集 夜のヒットスタジオ 西城
秀樹出演回傑作選 1977年4/11放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

いしだあゆみ／内藤やす子／高田みづえ／布
施明／三波豊和／研ナオコ／野口五郎 #5-1

【HD】 

00PR 2020年7月 #9-3【HD】 

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#1-1【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-4【HD】 

20

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#12-1【HD】
＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ
ハ、ホ・ジョンウン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#11-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-5【HD】 

30

『BOSS』（全11話）

▽27:40 #5-4【HD】【字】
第5話「対決!悲しい復讐の結末...」

▽28:35 #6-4【HD】【字】
第6話「天使?悪魔?天才少女の罠」

＜出演＞ 
天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／溝
端淳平／吉瀬美智子／ケンドーコバヤ
シ／温水洋一／玉山鉄二 ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#1-2【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-6【HD】 

20

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#12-2【HD】
＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ
ハ、ホ・ジョンウン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #46-1【HD】
第46話「疑われた善意」
▽08:55 #47-1【HD】
第47話「請求書の行方」
▽09:30 #48-1【HD】
第48話「深まる溝」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

50

配信休止

00PR 2020年7月 #9-7【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #65-1【HD】
▽14:40 #66-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-52【HD】 

30

配信休止

50

ラーメンWalker TV2
歌舞伎町の元ホストが今は無き名店へ捧げるオマージュ!

上北沢『中華そば はな田』 #244-26【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

オリックス

～メットライフドー
ム

生 #12-1【HD】

30

超特急の撮れ高足りてますか?
「一般常識ｸｲｽﾞで撮れ高足りてますか?」後
編！ｶｲｾﾝﾀｰ曲にまつわるｸｲｽﾞが出題!ﾒﾝﾊﾞｰのｶ

ｲへの愛情が試される! #101-2【HD】 

00
配信休止

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#2-1【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-8【HD】 

20

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#13-1【HD】
＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ
ハ、ホ・ジョンウン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#12-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-9【HD】 

30

『BOSS』（全11話）

▽27:40 #7-4【HD】【字】
第7話「女vs女の心理戦!」
▽28:35 #8-4【HD】【字】

第8話「悲しき銃声...消せない過去」
＜出演＞ 

天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／溝
端淳平／吉瀬美智子／ケンドーコバヤ
シ／温水洋一／玉山鉄二 ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)

#2-2【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-10【HD】 

20

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#13-2【HD】
＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ

ハ、ホ・ジョンウン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #49-1【HD】
第49話「ヘスンの嘆き」
▽08:55 #50-1【HD】

第50話「幼なじみとの再会」
▽09:30 #51-1【HD】
第51話「家族投票」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-23【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #67-1【HD】
▽14:40 #68-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-11【HD】 

30

配信休止

50

ラーメンWalker TV2
湖畔にたたずむ創業100余年の秘境系ラーメン!

奥多摩『のんきや』 #245-25【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

オリックス

～メットライフドー
ム

生 #13-1【HD】

00

ザ・スター 西城秀樹 ～人
生の四季～  23:00 #2-2
【HD】 【No.2夏】 23:30 
#3-1【HD】 【No.3秋】 

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)

#3-1【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-13【HD】 

10

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#14-1【HD】 ＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ

ハ、ホ・ジョンウン ほか
20PR 2020年7月 #9-14【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#13-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-15【HD】 

30

『BOSS』（全11話）

▽27:40 #9-4【HD】【字】
第9話「誰にも言えない...秘密の顔」

▽28:35 #10-4【HD】【字】
第10話「容疑者はボス?!最後の事件」

＜出演＞ 
天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／溝
端淳平／吉瀬美智子／ケンドーコバヤ
シ／温水洋一／玉山鉄二 ほか

00
『おトクな時間』

30
配信休止

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #75-1【HD】 

20

韓国ドラマ
『あなたはひどいです』
日本語字幕版(全50話)

▽07:00 #3-2【HD】
第3話「略奪愛」
▽08:10 #4-2【HD】
第4話「永遠の別れ」

＜出演＞
オム・ジョンファ、チャン・ヒ
ジン、チョン・ギョウン、カ
ン・テオ（5urprise）、チョ
ン・グァンリョル ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-41【HD】 

30

配信休止

50
『男おばさん！！』 リモートゲスト:日南響

子(映画『銃2020』) #184-1【HD】 

00PR 2020年7月 #9-16【HD】 

40

配信休止

50PR 2020年7月 #9-17【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

オリックス

～メットライフドー
ム

生 #14-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
焼肉 冷麺 ユッチャン。

#63-36【HD】

00
配信休止

40

韓国ドラマ
『月桂樹洋服店の紳士
たち～恋はオーダーメ

イド!～』
日本語字幕版(全54話)

▽24:00 #5-2【HD】
▽25:10 #6-2【HD】
▽26:20 #7-2【HD】
▽27:30 #8-2【HD】

＜出演＞
イ・ドンゴン、チョ・
ユニ、チャ・イン

ピョ、オ・ヒョンギョ
ン、ヒョヌ ほか

30

『ザ・ノンフィクション』
雄太とユキノ

▽雄太とユキノに新展開！驚き
の決断…仲間激怒

＜語り＞武田祐子 #12-29【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ
『30だけど17です』
日本語字幕版(全16話)

▽06:00 #1-3【HD】
第1話「人生を揺るがす出会い」

▽07:00 #2-3【HD】
第2話「期限付き同居の始まり」

＜出演＞
ヤン・セジョン、シン・ヘソ
ン、アン・ヒョソプ（One O 

One）、イェ・ジウォン、ユン・

20 配信休止

40

韓国ドラマ
『あなたはひどいです』
日本語字幕版(全50話)

▽08:20 #5-1【HD】
第5話「嫁の意地」
▽09:30 #6-1【HD】
第6話「母との再会」

＜出演＞
オム・ジョンファ、チャン・ヒ
ジン、チョン・ギョウン、カ
ン・テオ（5urprise）、チョ
ン・グァンリョル ほか

00

ラーメンWalker TV2
鶏100%の衝撃!世界も認めたプレミアムな一杯!
三ノ輪『ラーメン屋トイ・ボックス』
SPゲスト：伊藤かりん #250-20【HD】 

30

『ワンピース』時代劇特別編2

11:00 #1-4【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」

11:30 #2-4【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」

12:00 #3-4【HD】
第303話「時代劇スペシャル:犯人はル
フィ親分?消えた大桜を追え」

40PR 2020年7月 #9-19【HD】 

00
『男おばさん！！』 リモートゲスト:日南響

子(映画『銃2020』) #184-2【HD】 

50

配信休止

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

オリックス

～メットライフドー
ム

生 #15-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「とんかつ七井戸」/「BLACOWS
(ハンバーガー)」 #64-43【HD】 

00
配信休止

20

韓国ドラマ
『ナインルーム』

日本語字幕版(全16話)

▽24:00 #1-3【HD】
▽25:00 #2-3【HD】
▽26:05 #3-3【HD】
▽27:10 #4-3【HD】
▽28:15 #5-3【HD】

＜出演＞
キム・ヒソン、キム・
ヘスク、キム・ヨン
グァン、チョン・ジェ
ウォン、オ・デファ
ン、イ・ギョンヨン、
キム・ジェファ ほか

30PR 2020年7月 #9-20【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#3-2【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-21【HD】 

10

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#14-2【HD】 ＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ

ハ、ホ・ジョンウン ほか
20PR 2020年7月 #9-22【HD】 

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #52-1【HD】
第52話「ヨンエの恨み節」
▽08:55 #53-1【HD】
第53話「出馬断念」
▽09:30 #54-1【HD】

第54話「モールでの出来事」
＜出演＞

ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-53【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #69-1【HD】
▽14:40 #70-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-23【HD】 

30

配信休止

00

『ワンピース』エニエス・
ロビー編  17:30 #56-1
【HD】 第319話「サンジ衝
撃!謎の爺さんと激ウマ料
理」 18:00 #57-1【HD】 第
320話「ついに全員賞金首!6
億超えの一味!」 18:30 #58
-1【HD】 第321話「海を臨
む百獣の王!夢の船堂々完
成!」 19:00 #59-1【HD】 
第322話「さらば愛しき子分
達!フランキー発つ」 19:30 
#60-1【HD】 第323話「出港
水の都!男ウソップ決闘のケ
ジメ」 20:00 #61-1【HD】 
第324話「めぐる手配書!故
郷は踊る 船は進む!」 

20:30 #62-1【HD】 第325話
「最凶の能力!エースを襲う
黒ひげの闇」 21:00 #63-1
【HD】 第326話「謎の海賊
ご一行!サニー号と危険な
罠」 21:30 #64-1【HD】 第
327話「サニー号ピンチ!唸
れ超速の秘密メカ」 22:00 
#65-1【HD】 第328話「新世
界に沈む夢!失意の海賊パ
ズール」 22:30 #66-1

【HD】 第329話「襲い来る
刺客たち!氷上大バトル開
始」 23:00 #67-1【HD】 第
330話「大苦戦麦わら一味!
旗にかける海賊魂」 23:30 
#68-1【HD】 第331話「暑苦
しさ全開!迫る双子の磁力パ

ワー」 

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#4-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#15-1【HD】 ＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ

ハ、ホ・ジョンウン ほか
20PR 2020年7月 #9-25【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#14-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-26【HD】 

40

『BOSS』（全11話）
第11話「衝撃の最終回拡大SP...裏切

りの果て」 ＜出演＞ 
天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／溝
端淳平／吉瀬美智子／ケンドーコバヤ
シ／温水洋一／玉山鉄二 ほか #11-4

【HD】 

30

『ザ・ノンフィクション』
それでも母娘で生きてゆく

▽すれ違い母娘に何が？本音言えない
根深い訳…

＜語り＞武田祐子
 #16-29【HD】 

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#4-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#15-2【HD】 ＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ
ハ、ホ・ジョンウン ほか

20PR 2020年7月 #9-27【HD】 

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #55-1【HD】
第55話「カフェのビルの大家」

▽08:55 #56-1【HD】
第56話「再発」

▽09:30 #57-1【HD】
第57話「もう我慢しない」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

50

配信休止

00PR 2020年7月 #9-28【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #71-1【HD】
▽14:40 #72-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-48【HD】 

30

配信休止

00

韓国ドラマ
『神のクイズ:リブート』
日本語字幕版(全16話)

▽17:30 #1-2【HD】
第1話「悪魔の炎 Part1」
▽18:35 #2-2【HD】

第2話「悪魔の炎 Part2」
▽19:40 #3-2【HD】

第3話「マッド・ワールド 
Part1」

▽20:45 #4-2【HD】
第4話「マッド・ワールド 

Part2」
▽21:50 #5-2【HD】

第5話「天国を求めて Part 
1」

▽22:55 #6-2【HD】
第6話「天国を求めて Part 

2」

＜出演＞
リュ・ドックァン、ユン・
ジュヒ、パク・ジュンミョ
ン、キム・ジュンハン、ユ
ン・ボラ、キム・ジェウォ

ン ほか

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#5-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#16-1【HD】
＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ
ハ、ホ・ジョンウン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#15-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-29【HD】 

30

『BOSS2』(全11話)

▽27:40 #1-3【HD】
第1話「～最強女刑事が帰ってきた

～」
▽28:40 #2-3【HD】

第2話「～絶対死なせない!～」
＜出演＞

天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／玉
山鉄二／温水洋一／溝端淳平／吉瀬美

智子／
ケンドーコバヤシ／成海璃子／光石研
／相島一之／大森南朋／長谷川京子／

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#5-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『私だけに見える探偵』日
本語字幕版(全16話)
#16-2【HD】
＜出演＞

チェ・ダニエル、パク・ウンビン、
イ・ジア、キム・ウォンヘ、イ・ジェ
ギュン、イ・ジュヨン、シン・ジェ
ハ、ホ・ジョンウン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #58-1【HD】
第58話「絶体絶命」
▽08:55 #59-1【HD】
第59話「ライバル登場」
▽09:30 #60-1【HD】
第60話「強気な嫁と姑」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-49【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #73-1【HD】
▽14:40 #74-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-30【HD】 

30

配信休止

50

韓国ドラマ
『神のクイズ:リブート』
日本語字幕版(全16話)

▽17:30 #7-2【HD】
第7話「ニュー･ナルシシズ

ム Part 1」
▽18:35 #8-2【HD】

第8話「ニュー･ナルシシズ
ム Part 2」

▽19:40 #9-2【HD】
第9話「ひとつの月 Part 

1」
▽20:45 #10-2【HD】
第10話「ひとつの月 Part 

2」
▽21:50 #11-2【HD】
第11話「リメンバー Part 

1」

＜出演＞
リュ・ドックァン、ユン・
ジュヒ、パク・ジュンミョ
ン、キム・ジュンハン、ユ
ン・ボラ、キム・ジェウォ

ン ほか

00PR 2020年7月 #9-31【HD】 

50

西城秀樹追悼特集 夜のヒットスタジオ 西城
秀樹出演回傑作選 1977年4/11放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

いしだあゆみ／内藤やす子／高田みづえ／布
施明／三波豊和／研ナオコ／野口五郎 #5-2

【HD】 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-24【HD】 

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#6-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)

第1話「結婚前夜のジャージャー
麺」 #1-1【HD】 ＜出演＞
ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-32【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#16-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-33【HD】 

30

『BOSS2』(全11話)

▽27:40 #3-3【HD】
第3話「～悲しき暴力の連鎖～」

▽28:35 #4-3【HD】
第4話「～羊たちの反撃!～」

＜出演＞
天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／玉
山鉄二／温水洋一／溝端淳平／吉瀬美

智子／
ケンドーコバヤシ／成海璃子／光石研
／相島一之／大森南朋／長谷川京子／

西田敏行 ほか

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#6-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)

第1話「結婚前夜のジャージャー
麺」 #1-2【HD】 ＜出演＞
ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-34【HD】 

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #61-1【HD】
第61話「それぞれの怒り」
▽08:55 #62-1【HD】
第62話「離婚宣言」
▽09:30 #63-1【HD】
第63話「2人で家を出る」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

30

『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全11話）

第1話「視えない病を見つけ出せ!命を
かけた新たな医療ドラマが今始ま
る!」 ＜出演＞窪田正孝／本田翼／遠
藤憲一／山口紗弥加／浅野和之／和久
井映見／広瀬アリス／浜野謙太／丸山
智己／矢野聖人／鈴木伸之 ほか #1-

5【HD】 

00
配信休止

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #75-1【HD】
▽14:40 #76-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-42【HD】 

30

配信休止

00

韓国ドラマ
『神のクイズ:リブート』
日本語字幕版(全16話)

▽17:30 #12-2【HD】
第12話「リメンバー Part 

2」
▽18:35 #13-2【HD】
第13話「ジャスト… Part 

1」
▽19:35 #14-2【HD】
第14話「ジャスト… Part 

2」
▽20:35 #15-2【HD】

第15話「オンリーワン Part 
1」

▽21:45 #16-2【HD】
第16話「オンリーワン Part 

2」

＜出演＞
リュ・ドックァン、ユン・
ジュヒ、パク・ジュンミョ
ン、キム・ジュンハン、ユ
ン・ボラ、キム・ジェウォ

ン ほか

00

配信休止

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#7-1【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-35【HD】 

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第2話「結婚なんてするな」

#2-1【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#17-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-36【HD】 

30

『BOSS2』(全11話)

▽27:40 #5-3【HD】
第5話「～節約殺人レシピ～」

▽28:35 #6-3【HD】
第6話「～消えた銀行強盗～」

＜出演＞
天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／玉
山鉄二／温水洋一／溝端淳平／吉瀬美

智子／
ケンドーコバヤシ／成海璃子／光石研
／相島一之／大森南朋／長谷川京子／

西田敏行 ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#7-2【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-38【HD】 

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第2話「結婚なんてするな」

#2-2【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #64-1【HD】
第64話「ミノの決心」
▽08:55 #65-1【HD】

第65話「ファン家の婿養子」
▽09:30 #66-1【HD】
第66話「配達の途中で」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

00

『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全11話）

▽12:10 #2-5【HD】【字】
第2話「天才技師が救う命!彼の秘密が

今夜、明かされる!?」
▽13:10 #3-5【HD】【字】

第3話「仲間に迫る、乳がんの危
機!?」

＜出演＞窪田正孝／本田翼／遠藤憲一
／山口紗弥加／浅野和之／和久井映見
／広瀬アリス／浜野謙太／丸山智己／

矢野聖人／鈴木伸之 ほか

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #77-1【HD】
▽14:40 #78-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-39【HD】 

10

配信休止

40

『ザ・ノンフィクション』

19:10 #102-16【HD】
不幸の履歴書

▽不幸の履歴書って何？
男になった娘へ父の愛
＜語り＞梅津弥英子
20:00 #103-15【HD】
不幸の履歴書２

▽母から逃れたい娘27歳
赤裸々…不幸の履歴書
＜語り＞島田彩夏
20:50 #131-4【HD】

舞妓3人 それぞれの転機
＜語り＞大路 恵美

00
『男おばさん！！』 リモートゲスト:日南響

子(映画『銃2020』) #184-3【HD】 

00

配信休止

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#8-1【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-41【HD】 

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第3話「顔を上げて星を見ろ」

#3-1【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#18-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-42【HD】 

30

『BOSS2』(全11話)

▽27:40 #7-3【HD】
第7話「～かなりヤバい事件～」

▽28:35 #8-3【HD】
第8話「～美しすぎる死体…～」

＜出演＞
天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／玉
山鉄二／温水洋一／溝端淳平／吉瀬美

智子／
ケンドーコバヤシ／成海璃子／光石研
／相島一之／大森南朋／長谷川京子／

西田敏行 ほか

00
『おトクな時間』

30
配信休止

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #76-1【HD】 

20

韓国ドラマ
『あなたはひどいです』
日本語字幕版(全50話)

▽07:00 #5-2【HD】
第5話「嫁の意地」
▽08:10 #6-2【HD】
第6話「母との再会」

＜出演＞
オム・ジョンファ、チャン・ヒ
ジン、チョン・ギョウン、カ
ン・テオ（5urprise）、チョ
ン・グァンリョル ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-36【HD】 

30

配信休止

50
『男おばさん！！』 リモートゲスト:秋山ゆ
ずき(『C●RONAPLY+-ANCE』) #185-1【HD】 

00PR 2020年7月 #9-43【HD】 

00

『ワンピース』
ウォーターセブン編

▽11:00～20:00
【HD】

第229話「疾走海列
車と水の都ウォー
ターセブン」

から

第246話「麦わら海
賊団全滅? モデル豹

の脅威!」

まで

20

韓国ドラマ『会社を辞める最高の瞬
間』日本語字幕版(全8話)

20:00 #1-3【HD】
＜出演者＞

コ・ウォニ／コ・ギョンピョ／イ・
チョンア／キム・ジェイ／チョン・ヨ
ンジュ／キム・ジウン／ユン・ジョン
フン ほか 20:50 #2-3【HD】

＜出演者＞
コ・ウォニ／コ・ギョンピョ／イ・
チョンア／キム・ジェイ／チョン・ヨ
ンジュ／キム・ジウン／ユン・ジョン
フン ほか 21:40 #3-3【HD】

＜出演者＞
コ・ウォニ／コ・ギョンピョ／イ・
チョンア／キム・ジェイ／チョン・ヨ
ンジュ／キム・ジウン／ユン・ジョン
フン ほか 22:30 #4-3【HD】

＜出演者＞
コ・ウォニ／コ・ギョンピョ／イ・
チョンア／キム・ジェイ／チョン・ヨ
ンジュ／キム・ジウン／ユン・ジョン

フン ほか 

50
配信休止

00PR 2020年7月 #9-44【HD】 

40

韓国ドラマ
『月桂樹洋服店の紳士
たち～恋はオーダーメ

イド!～』
日本語字幕版(全54話)

▽24:00 #9-2【HD】
▽25:10 #10-2【HD】
▽26:20 #11-2【HD】
▽27:30 #12-2【HD】

＜出演＞
イ・ドンゴン、チョ・
ユニ、チャ・イン

ピョ、オ・ヒョンギョ
ン、ヒョヌ ほか

30

『ザ・ノンフィクション』
その後の中年純情物語

▽55歳中年の恋…結末は?!きよ
ちゃん驚きﾃﾞｰﾄ

＜語り＞武田祐子 #20-30【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ
『30だけど17です』
日本語字幕版(全16話)

▽06:00 #3-3【HD】
第3話「壊れたバイオリン」
▽07:00 #4-3【HD】
第4話「30歳の家出」

＜出演＞
ヤン・セジョン、シン・ヘソン、ア
ン・ヒョソプ（One O One）、イェ・
ジウォン、ユン・ソヌ ほか

20 配信休止

40

韓国ドラマ
『あなたはひどいです』
日本語字幕版(全50話)

▽08:20 #7-1【HD】
第7話「単独契約」
▽09:30 #8-1【HD】
第8話「奇跡の回復」

＜出演＞
オム・ジョンファ、チャン・ヒ
ジン、チョン・ギョウン、カ
ン・テオ（5urprise）、チョ
ン・グァンリョル ほか

00

ラーメンWalker TV2
味噌から手作りする超マニアックな路地裏の穴場店!

中目黒『灼味噌らーめん 八堂八』
SPゲスト：日比野芽奈（青春高校3年C組） #251-21【HD】 

30

『ワンピース』
ウォーターセブン編

11:00～19:30【HD】
第247話「船からも
愛された男! ウソッ

プの涙!」

から

第263話「司法の島! 
エニエス・ロビーの

全貌!」

まで

00

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「王ろじ」/「アカシア」

#70-22【HD】

20

韓国ドラマ『会社を辞める最高の瞬
間』日本語字幕版(全8話)

20:00 #5-3【HD】
＜出演者＞

コ・ウォニ／コ・ギョンピョ／イ・
チョンア／キム・ジェイ／チョン・ヨ
ンジュ／キム・ジウン／ユン・ジョン
フン ほか 20:50 #6-3【HD】

＜出演者＞
コ・ウォニ／コ・ギョンピョ／イ・
チョンア／キム・ジェイ／チョン・ヨ
ンジュ／キム・ジウン／ユン・ジョン
フン ほか 21:40 #7-3【HD】

＜出演者＞
コ・ウォニ／コ・ギョンピョ／イ・
チョンア／キム・ジェイ／チョン・ヨ
ンジュ／キム・ジウン／ユン・ジョン
フン ほか 22:30 #8-3【HD】

＜出演者＞
コ・ウォニ／コ・ギョンピョ／イ・
チョンア／キム・ジェイ／チョン・ヨ
ンジュ／キム・ジウン／ユン・ジョン

フン ほか 

50
配信休止

00PR 2020年7月 #9-45【HD】 

30

韓国ドラマ
『ナインルーム』

日本語字幕版(全16話)

▽24:00 #6-3【HD】
▽25:05 #7-3【HD】
▽26:05 #8-3【HD】
▽27:10 #9-3【HD】
▽28:20 #10-3【HD】

＜出演＞
キム・ヒソン、キム・
ヘスク、キム・ヨン
グァン、チョン・ジェ
ウォン、オ・デファ
ン、イ・ギョンヨン、
キム・ジェファ ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#8-2【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-46【HD】 

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第3話「顔を上げて星を見ろ」

#3-2【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #67-1【HD】
第67話「人は変わる?」
▽08:55 #68-1【HD】

第68話「パク家に招かれたドンジュ」
▽09:30 #69-1【HD】
第69話「過去への思い」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

50

『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全11話）

▽12:10 #4-5【HD】【字】
第4話「夢を追いかける患者を救

え!!」
▽13:00 #5-5【HD】【字】

第5話「絶世の美少年が死亡犯人は
誰!?」

＜出演＞窪田正孝／本田翼／遠藤憲一
／山口紗弥加／浅野和之／和久井映見
／広瀬アリス／浜野謙太／丸山智己／
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-43【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #79-1【HD】
▽14:40 #80-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-47【HD】 

30

配信休止

30

『ワンピース』エニエス・ロ
ビー編

17:30 #69-1【HD】 第332話「大
混乱の館!怒るドンと囚われの一
味」 18:00 #70-1【HD】 第333
話「不死鳥ふたたび!友に誓う海
賊旗の夢」 18:30 #71-1【HD】 
第334話「アツアツ超決戦!ル
フィvs灼熱のドン」 19:00 #72-
1【HD】 第335話「新世界で待
つ!勇ましき海賊との別れ」 

30

『ワンピース』スリラーバーク
編

19:30 #1-1【HD】 第336話「出
動チョッパーマン!守れ渚のTV
局」 20:00 #2-1【HD】 第337話
「魔の海突入!霧に浮かぶ謎のガ
イコツ」 20:30 #3-1【HD】 第
338話「人に逢えた喜び!ガイコ
ツ紳士の正体」 21:00 #4-1
【HD】 第339話「怪現象ぞくぞ
く!スリラーバーク上陸」 21:30 
#5-1【HD】 第340話「天才と呼
ばれた男!ホグバック現る!」 
22:00 #6-1【HD】 第341話「ナ
ミ大ピンチ!ゾンビ屋敷と透明人
間」 22:30 #7-1【HD】 第342話
「ゾンビの謎!悪夢のホグバック
研究所」 23:00 #8-1【HD】 第
343話「その名はモリア!影を握

る大海賊の罠」 

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽで撮れ高足りてますか?」収録
再開でｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽに真っ向から挑む!久々に

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ制度も! #102-1【HD】 

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#9-1【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-49【HD】 

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第4話「従業員募集」

#4-1【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#19-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-50【HD】 

30

『BOSS2』(全11話)

▽27:40 #9-3【HD】
第9話「～最強の殺人者現る～」

▽28:35 #10-3【HD】
第10話「～動き出す陰謀…～」

＜出演＞
天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／玉
山鉄二／温水洋一／溝端淳平／吉瀬美

智子／
ケンドーコバヤシ／成海璃子／光石研
／相島一之／大森南朋／長谷川京子／

西田敏行 ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#9-2【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-51【HD】 

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第4話「従業員募集」

#4-2【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #70-1【HD】
第70話「胸の内」
▽08:55 #71-1【HD】
第71話「和解の一歩」
▽09:30 #72-1【HD】

第72話「嫉妬は恋の始まり」
＜出演＞

ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

50

『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全11話）

▽12:10 #6-5【HD】【字】
第6話「運命の緊急手術!!この命を守

れ」
▽13:00 #7-5【HD】【字】

第7話「命を救う者達の選択誇りの行
方」

＜出演＞窪田正孝／本田翼／遠藤憲一
／山口紗弥加／浅野和之／和久井映見
／広瀬アリス／浜野謙太／丸山智己／
00PR 2020年7月 #9-52【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #81-1【HD】
▽14:40 #82-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-37【HD】 

30

配信休止

50

『Dr.コトー診療所2006』
（全11話）

▽17:30 #1-5【HD】【字】
第1話「二人の約束」

▽18:45 #2-5【HD】【字】
第2話「最後の言葉」

▽19:40 #3-5【HD】【字】
第3話「秘密の贈り物」
▽20:30 #4-5【HD】【字】
第4話「父のあやまち」
▽21:20 #5-5【HD】【字】
第5話「荒海に漂う命」
▽22:10 #6-5【HD】【字】
第6話「息子への誓い」
▽23:00 #7-5【HD】【字】
第7話「命の期限」

＜出演＞
吉岡秀隆／柴咲コウ／時任
三郎／大塚寧々／蒼井優／
大森南朋／富岡涼／山西惇
／船木誠勝／桜井幸子／松
本梨菜／畠山彩奈／笹久保
寧々／泉谷しげる／筧利夫

／小林薫 ほか

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-55【HD】 

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#10-1【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-55【HD】 

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第5話「心機一転」
#5-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-56【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#20-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-57【HD】 

40

『BOSS2』(全11話)
第11話「～ゆずれない正義～」

＜出演＞
天海祐希／竹野内豊／戸田恵梨香／玉山鉄二
／温水洋一／溝端淳平／吉瀬美智子／

ケンドーコバヤシ／成海璃子／光石研／相島
一之／大森南朋／長谷川京子／西田敏行 ほ

か #11-3【HD】 

30

『ザ・ノンフィクション』
愛のチカラ

▽漁師に恋した台湾お嬢様！す
れ違い…33歳の女心

＜語り＞斉藤舞子 #32-24【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『おしえて!イルスン』日
本語字幕版(全20話)
#10-2【HD】
＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘソン、
チャン・ヒョンソン、チェ・ウォニョ

ン、チョン・ソンウ ほか
10PR 2020年7月 #9-59【HD】 

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第5話「心機一転」
#5-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-60【HD】 

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #73-1【HD】
第73話「姉妹の冷戦」
▽08:55 #74-1【HD】
第74話「カフェの危機」
▽09:30 #75-1【HD】
第75話「突然の悲しみ」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

50

『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全11話）

▽12:10 #8-5【HD】【字】
第8話「二人の約束と暴かれる秘

密!!」
▽13:00 #9-5【HD】【字】

第9話「最強の対決!!彼女は俺が守
る!!」

＜出演＞窪田正孝／本田翼／遠藤憲一
／山口紗弥加／浅野和之／和久井映見
／広瀬アリス／浜野謙太／丸山智己／
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-38【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #83-1【HD】
▽14:40 #84-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-62【HD】 

30

配信休止

20

『Dr.コトー診療所2006』（全11話）

17:30 #8-5【HD】 第8話「幸福への決
断」 ＜出演＞吉岡秀隆／柴咲コウ／
時任三郎／大塚寧々／蒼井優／大森南
朋／富岡涼／山西惇／船木誠勝／桜井
幸子／松本梨菜／畠山彩奈／笹久保
寧々／泉谷しげる／筧利夫／小林薫
ほか 18:20 #9-5【HD】 第9話「愛を
乞う者」 ＜出演＞吉岡秀隆／柴咲コ
ウ／時任三郎／大塚寧々／蒼井優／大
森南朋／富岡涼／山西惇／船木誠勝／
桜井幸子／松本梨菜／畠山彩奈／笹久
保寧々／泉谷しげる／筧利夫／小林薫
ほか 19:10 #10-5【HD】 第10話「失
われた信頼」 ＜出演＞吉岡秀隆／柴
咲コウ／時任三郎／大塚寧々／蒼井優
／大森南朋／富岡涼／山西惇／船木誠
勝／桜井幸子／松本梨菜／畠山彩奈／
笹久保寧々／泉谷しげる／筧利夫／小
林薫 ほか 20:05 #11-5【HD】 第11
話「逃れられぬ、医師の宿命」 ＜出
演＞吉岡秀隆／柴咲コウ／時任三郎／
大塚寧々／蒼井優／大森南朋／富岡涼
／山西惇／船木誠勝／桜井幸子／松本
梨菜／畠山彩奈／笹久保寧々／泉谷し
げる／筧利夫／小林薫 ほか 

40
純喫茶に恋をして

～上野・丘 #3-23【HD】 

00
『男おばさん！！』 リモートゲスト:秋山ゆ
ずき(『C●RONAPLY+-ANCE』) #185-2【HD】 

00

配信休止

50

西城秀樹追悼特集 夜のヒットスタジオ 西城
秀樹出演回傑作選 1977年9/26放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

高田みづえ／あおい輝彦／児島洋子／新沼謙
治／八代亜紀／荒川つとむ／沢田研二／森昌

子 #6-1【HD】 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-44【HD】 

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#11-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第6話「悲しい現実」
#6-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-63【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#21-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-64【HD】 

30

『リッチマン、プアウーマン』(全11
話)

▽27:40 #1-5【HD】【字】
第1話「資産250億の男と就職難民女の

最低最悪の出会い」
▽28:40 #2-5【HD】【字】

第2話「動き始めた運命!嘘つきは恋の
始まり」

＜出演＞小栗旬／石原さとみ／相武紗
季／井浦新(ARATA)／浅利陽介／中村
靖日／鹿内大嗣／佐野史郎／田邊俊喜
／藤井正鷹／練苧弘晃／大津尋葵／野

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#11-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第6話「悲しい現実」
#6-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-67【HD】 

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #76-1【HD】
第76話「クムビョルの居場所」

▽08:55 #77-1【HD】
第77話「不意打ちのキス」
▽09:30 #78-1【HD】

第78話「白磁を割ったのは誰?」
＜出演＞

ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

00

『ラジエーションハウス～放射線科の
診断レポート～』（全11話）

▽12:10 #10-5【HD】【字】
第10話「もう一人の天才、現れる!?」

▽13:00 #11-5【HD】【字】
第11話「命懸けで守りたい約束!!最後

の選択と決断とは!?」
＜出演＞窪田正孝／本田翼／遠藤憲一
／山口紗弥加／浅野和之／和久井映見
／広瀬アリス／浜野謙太／丸山智己／

矢野聖人／鈴木伸之 ほか

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #85-1【HD】
▽14:40 #86-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-31【HD】 

30

配信休止

30

『ワンピース』5th TVオリジナル

▽17:30 #1-4【HD】
第131話「はじめての患者! ランブル

ボール秘話」
▽17:57 #2-4【HD】

第132話「航海士の反乱! ゆずれない
夢の為に!」

▽18:24 #3-4【HD】
第133話「受け継がれる夢! カレーの

鉄人サンジ」
▽18:51 #4-4【HD】

第134話「咲かせてみせます! 男ウ
ソップ八尺玉」

▽19:18 #5-4【HD】
第135話「噂の海賊狩り! さすらいの

剣士ゾロ」
▽19:45 #6-4【HD】

第136話「ヤギの島のゼニィと山の中
の海賊船」

▽20:12 #7-4【HD】
第137話「儲かりまっか? 金貸しゼ

ニィの野望!」
▽20:39 #8-4【HD】

第138話「島のお宝の行方! ゼニィ海
賊団出撃!」

▽21:06 #9-4【HD】
第139話「虹色の霧伝説! ルルカ島の

老人ヘンゾ」
▽21:33 #10-4【HD】

第140話「永遠の国の住人! パンプキ
ン海賊団!」

▽22:00 #11-4【HD】
第141話「故郷への想い! 脱出不能の

海賊墓場!」
▽22:30 #12-4【HD】

第142話「乱戦必至! ウエットンの野
望と虹の塔」

▽23:00 #13-4【HD】
第143話「そして伝説が始まる! いざ

虹の彼方へ」

00
配信休止

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#12-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)

第7話「好きになってはいけない
人」 #7-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-68【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#22-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-69【HD】 

30

『リッチマン、プアウーマン』(全11
話)

▽27:40 #3-5【HD】【字】
第3話「明かされた過去…。恋が壊れ

るとき」
▽28:35 #4-5【HD】【字】

第4話「キスでよみがえる、忘れられ
た恋」

＜出演＞小栗旬／石原さとみ／相武紗
季／井浦新(ARATA)／浅利陽介／中村
靖日／鹿内大嗣／佐野史郎／田邊俊喜
／藤井正鷹／練苧弘晃／大津尋葵／野

00
『おトクな時間』
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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。



10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#12-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)

第7話「好きになってはいけない
人」 #7-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-70【HD】 

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #79-1【HD】
第79話「ジホの証言」
▽08:55 #80-1【HD】
第80話「だました理由」
▽09:30 #81-1【HD】
第81話「傷心」
＜出演＞

ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

45

ラジエーションハウス特別編～
旅立ち～ 彼らの物語は、まだ終
わらない…。空の上と地上でも
緊急事態発生!!離れていても、
繋がっている!!最後の闘いを見
逃すな!! ＜出演＞窪田正孝／本
田翼／遠藤憲一／山口紗弥加／
浅野和之／和久井映見／広瀬ア
リス／浜野謙太／丸山智己／矢
野聖人 ほか #1-5【HD】 

00
純喫茶に恋をして(10分だけver.)

#6-27【HD】

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #87-1【HD】
▽14:40 #88-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-71【HD】 

40

配信休止

30

『ザ・ノンフィクション』
コンプレックスな私
▽自分が嫌い…デブな私
夫そして友人との亀裂
＜語り＞斉藤 舞子
#118-10【HD】

00
配信休止

00

ザ・スター 西城秀樹 ～人生の四季～

▽23:00 #3-2【HD】
【No.3秋】

▽23:30 #4-1【HD】
【No.4冬】

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#13-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第8話「夢の中で抱き締められ
て」 #8-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-73【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#23-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-74【HD】 

30

『リッチマン、プアウーマン』(全11
話)

▽27:40 #5-5【HD】【字】
第5話「あなたを支えたい…二人で迎

えた朝」
▽28:35 #6-5【HD】【字】

第6話「消えた三千億円!そのとき君は
いない…」

＜出演＞小栗旬／石原さとみ／相武紗
季／井浦新(ARATA)／浅利陽介／中村
靖日／鹿内大嗣／佐野史郎／田邊俊喜
／藤井正鷹／練苧弘晃／大津尋葵／野

00
『おトクな時間』

30
配信休止

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #77-1【HD】 

20

韓国ドラマ
『あなたはひどいです』
日本語字幕版(全50話)

▽07:00 #7-2【HD】
第7話「単独契約」
▽08:10 #8-2【HD】
第8話「奇跡の回復」

＜出演＞
オム・ジョンファ、チャン・ヒ
ジン、チョン・ギョウン、カ
ン・テオ（5urprise）、チョ
ン・グァンリョル ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-32【HD】 

30

配信休止

50

『男おばさん！！』
リモートゲスト:小野莉奈(映画『アルプススタンドのは

しの方』) #186-1【HD】 

00PR 2020年7月 #9-75【HD】 

30

韓国ドラマ
『美しい世界』

日本語字幕版(全16話)

▽11:00 #1-4【HD】
第1話「影が月をのみ

込む」
▽12:15 #2-4【HD】
第2話「影踏み」
▽13:23 #3-4【HD】
第3話「ブラッドムー

ン」
▽14:29 #4-4【HD】
第4話「悪は平凡だ」
▽15:36 #5-4【HD】
第5話「地獄の門」
▽ジョン ほか
16:43 #6-4【HD】
第6話「真実と嘘の重

み」
▽17:50 #7-4【HD】
第7話「偽りの人々」
▽18:56 #8-4【HD】
第8話「天使と悪魔」
▽20:07 #9-4【HD】
第9話「番人」

▽21:16 #10-4【HD】
第10話「秘密と嘘」
▽22:21 #11-4【HD】
第11話「混沌」

＜出演＞
パク・ヒスン、チュ・
ジャヒョン、オ・マン
ソク、チョ・ヨジョン

ほか

00

KiramuneカンパニーL ﾘﾓｰﾄ会議で若手社員の上村・吉永
の成長を見守る社長&秘書!

反省会ﾄｰｸももちろんｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ!
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）
ｹﾞｽﾄ：上村祐翔・吉永拓斗 #50-2【HD】 

40

韓国ドラマ
『月桂樹洋服店の紳士
たち～恋はオーダーメ

イド!～』
日本語字幕版(全54話)

▽24:00 #13-2【HD】
▽25:10 #14-2【HD】
▽26:20 #15-2【HD】
▽27:30 #16-2【HD】

＜出演＞
イ・ドンゴン、チョ・
ユニ、チャ・イン

ピョ、オ・ヒョンギョ
ン、ヒョヌ ほか

30

『ザ・ノンフィクション』
わ・す・れ・な・い明日に向かって～運命の

少年～
▽NYフェスティバル’17受賞作品／震災から5

年…運命の少年
初めて明かす僕の本音

 ＜語り＞武田祐子 #38-33【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ
『30だけど17です』
日本語字幕版(全16話)

▽06:00 #5-3【HD】
第5話「13年前の少女」
▽07:00 #6-3【HD】

第6話「戸惑いと心地よさ」

＜出演＞
ヤン・セジョン、シン・ヘソ
ン、アン・ヒョソプ（One O 

20

『男おばさん！！』
リモートゲスト:小野莉奈(映画『アルプススタンドのは

しの方』) #186-2【HD】 

40

韓国ドラマ
『あなたはひどいです』
日本語字幕版(全50話)

▽08:20 #9-1【HD】
第9話「お見舞い」
▽09:30 #10-1【HD】
第10話「ピアノ講師」

＜出演＞
オム・ジョンファ、チャン・ヒ
ジン、チョン・ギョウン、カ
ン・テオ（5urprise）、チョ
ン・グァンリョル ほか

00

ラーメンWalker TV2
20年以上ラーメン界を牽引してきた伝説店!仲御徒町『らーめん天神下 大

喜』
SPゲスト：ユイ・ガ・ドクソン（GANG PARADE） #252-18【HD】 

50

韓国ドラマ
『美しい世界』

日本語字幕版(全16話)

▽11:00 #12-4【HD】
第12話「悪は嘘を糧に

して育つ」
▽12:10 #13-4【HD】
第13話「崖っぷちに立

つ人々」
▽13:20 #14-4【HD】
第14話「円の法則」
▽14:30 #15-4【HD】
第15話「奇跡の少年」
▽15:35 #16-4【HD】
第16話「美しい世界」

＜出演＞
パク・ヒスン、チュ・
ジャヒョン、オ・マン
ソク、チョ・ヨジョン

ほか

50

▽16:50 #1-2【HD】
LUNA SEA初武道館ラ

イブ
Sin After Sin

▽18:00 #3-1【HD】
LUNA SEA

THE FINAL ACT 
TOKYO DOME

00PR 2020年7月 #9-76【HD】 

30

韓国ドラマ
『ナインルーム』

日本語字幕版(全16話)

▽24:00 #11-3【HD】
▽25:05 #12-3【HD】
▽26:10 #13-3【HD】
▽27:15 #14-3【HD】
▽28:20 #15-3【HD】

＜出演＞
キム・ヒソン、キム・
ヘスク、キム・ヨン
グァン、チョン・ジェ
ウォン、オ・デファ
ン、イ・ギョンヨン、
キム・ジェファ ほか

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#13-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第8話「夢の中で抱き締められ
て」 #8-2【HD】 ＜出演＞
ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-77【HD】 

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #82-1【HD】
第82話「ドンジュの正体」
▽08:55 #83-1【HD】
第83話「切ない2人」
▽09:30 #84-1【HD】
第84話「会いたくて」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

00

『医龍 -Team Medical Dragon-
3』(全10話) 

第1話「あの伝説のチームが遂に
復活! 心臓がなくなる…史上最
悪の超難手術に挑む朝田の前に
最強の敵が立ち塞がる」

＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹
平／阿部サダヲ／遠藤憲一／岸
部一徳／池田鉄洋／佐々木蔵之
介／夏木マリ ほか #1-1【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #89-1【HD】
▽14:40 #90-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-79【HD】 

30

配信休止

00

『ワンピース』スリラー
バーク編  17:30 #9-1
【HD】 第344話「ゾンビ歌
の饗宴!夜討ちの鐘は闇の
音」 18:00 #10-1【HD】 第
345話「動物いっぱい?ペ
ローナの不思議な庭」 

18:30 #11-1【HD】 第346話
「消える麦わら一味!現れた
謎の剣士!」 19:00 #12-1
【HD】 第347話「残る騎士
道!ナミを守る裏切りゾン
ビ」 19:30 #13-1【HD】 第
348話「空から参上!剣侠ハ
ナウタはあの男!」 20:00 
#14-1【HD】 第349話「ル
フィ緊急事態!最強の影の行
き先!」 20:30 #15-1【HD】 
第350話「魔人と呼ばれた戦
士!!オーズ復活の時」 

21:00 #16-1【HD】 第351話
「500年ぶりの目覚め!!オー
ズ開眼!!」 21:30 #17-1
【HD】 第352話「信念の命
乞い!!アフロを守るブルッ
ク」 22:00 #18-1【HD】 第
353話「男の誓いは死なず!!
遠い空で待つ友へ」 22:30 
#19-1【HD】 第354話「必ず
会いに行く!! ブルックと約
束の岬」 23:00 #20-1
【HD】 第355話「メシとナ
ミと影!! ルフィ怒りの大反
撃」 23:30 #21-1【HD】 第
356話「ウソップ最強? ネガ
ティブは任せとけ」 

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#14-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第9話「レシピノートを取り戻

せ」
#9-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#24-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-80【HD】 

30

『リッチマン、プアウーマン』(全11
話)

▽27:40 #7-5【HD】【字】
第7話「社長交代…!? さようなら愛し

き人」
▽28:35 #8-5【HD】【字】

第8話「すべてを捨てて君と…明日へ
の旅立ち」

＜出演＞小栗旬／石原さとみ／相武紗
季／井浦新(ARATA)／浅利陽介／中村
靖日／鹿内大嗣／佐野史郎／田邊俊喜
／藤井正鷹／練苧弘晃／大津尋葵／野

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#14-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第9話「レシピノートを取り戻

せ」
#9-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #85-1【HD】
第85話「絶対反対」
▽08:55 #86-1【HD】
第86話「海辺での約束」
▽09:30 #87-1【HD】
第87話「消えたジネ」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

50

『医龍 -Team Medical Dragon-3』(全10話) 

12:10 #2-1【HD】
第2話「花嫁が迫られた命より重い選択!神の

手VS悪魔の指先」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木
蔵之介／夏木マリ ほか 13:00 #3-1【HD】
第3話「裏切りの公開手術! 起死回生をかけて
チームドラゴンが難手術に挑む」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木

蔵之介／夏木マリ ほか 

00PR 2020年7月 #9-81【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #91-1【HD】
▽14:40 #92-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-28【HD】 

30

配信休止

50

ラーメンWalker TV2
田中貴&小野員裕のゆるっとラーメントーク!
戸越銀座『らーめん えにし』 #246-30【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

千葉ロッテ

～メットライフドー
ム

生 #16-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
かずさ炭焼ステーキ 照葉樹

#65-35【HD】

00
配信休止

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#15-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第10話「俺を好きになるな」

#10-1【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#25-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-83【HD】 

30

『リッチマン、プアウーマン』(全11
話)

▽27:40 #9-5【HD】【字】
第9話「私を信じて!あなたの壁を壊し

たい」
▽28:35 #10-5【HD】【字】

第10話「あふれる想い…私たちが出し
た答え」

＜出演＞小栗旬／石原さとみ／相武紗
季／井浦新(ARATA)／浅利陽介／中村
靖日／鹿内大嗣／佐野史郎／田邊俊喜
／藤井正鷹／練苧弘晃／大津尋葵／野

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#15-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第10話「俺を好きになるな」

#10-2【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #88-1【HD】
第88話「秘密の部屋」
▽08:55 #89-1【HD】
第89話「チェ家の悲劇」
▽09:30 #90-1【HD】
第90話「祈り」
＜出演＞

ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

50

『医龍 -Team Medical Dragon-3』(全10話) 

12:10 #4-1【HD】
第4話「誰も知らないカルテ!天才の光と伊集
院の涙…そのチームは誰のため」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木
蔵之介／夏木マリ ほか 13:00 #5-1【HD】
第5話「心臓移植を待つ子供…天才医師でも救
えない患者、打ち砕かれた希望」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木

蔵之介／夏木マリ ほか 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-34【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #93-1【HD】
▽14:40 #94-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-84【HD】 

30

配信休止

50

ラーメンWalker TV2
女性店主が手掛ける大ボリュームの背脂つけ麺!
新宿御苑前「小麦と肉 桃の木」 #247-23【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

千葉ロッテ

～メットライフドー
ム

生 #17-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「グリルまどか」/「本格炭火焼き鳥&
博多もつ鍋 串たつ」 #66-27【HD】 

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽで撮れ高足りてますか?」収録
再開でｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽに真っ向から挑む!久々に

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ制度も! #102-2【HD】 

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#16-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)

第11話「闘いの火ぶたは切られ
た」

#11-1【HD】 ＜出演＞
ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#26-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-86【HD】 

30

『リッチマン、プアウーマン』(全11話)
第11話「君のもとへ…二人の未来」

＜出演＞小栗旬／石原さとみ／相武紗季／井
浦新(ARATA)／浅利陽介／中村靖日／鹿内大嗣
／佐野史郎／田邊俊喜／藤井正鷹／練苧弘晃
／大津尋葵／野口卓磨／夙川アトム／丸山智

己／中原丈雄 ほか #11-5【HD】 

20

『ザ・ノンフィクション』
マキさんの老後 ～秘密の過去～
▽夫が女で妻が男？なぜ
悲しい現実…秘話告白

＜語り＞武田祐子（アナウンサー）
#51-22【HD】

30PR 2020年7月 #9-87【HD】 

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#16-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)

第11話「闘いの火ぶたは切られ
た」

#11-2【HD】 ＜出演＞
ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #91-1【HD】
第91話「一大決心」
▽08:55 #92-1【HD】
第92話「戻った笑顔」
▽09:30 #93-1【HD】
第93話「空港での別れ」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

50

『医龍 -Team Medical Dragon-3』(全10話) 

12:10 #6-1【HD】 第6話「心停止!朝田の心臓
が止まった!!命をかけて救った命…伊集院、

お前が救え!」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木
蔵之介／夏木マリ ほか 13:00 #7-1【HD】 
第7話「総力戦!2分の手術!忘れたはずの恋と
子供の命…この子を絶対に死なせない!」 ＜

出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木

蔵之介／夏木マリ ほか 

00PR 2020年7月 #9-89【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #95-1【HD】
▽14:40 #96-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-26【HD】 

30

配信休止

50

ラーメンWalker TV2
日本ラーメン史に輝く濃厚豚骨魚介のパイオニア!

西早稲田「渡なべ」 #248-23【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

千葉ロッテ

～メットライフドー
ム

生 #18-1【HD】

50

西城秀樹追悼特集 夜のヒットスタジオ 西城
秀樹出演回傑作選 1977年9/26放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

高田みづえ／あおい輝彦／児島洋子／新沼謙
治／八代亜紀／荒川つとむ／沢田研二／森昌

子 #6-2【HD】 

00PR 2020年7月 #9-91【HD】 

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#17-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第12話「“いいこと"があった

日」
#12-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#27-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-92【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#17-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第12話「“いいこと"があった

日」
#12-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

05

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #94-1【HD】
第94話「生きる時も死ぬ時も」

▽08:55 #95-1【HD】
第95話「結婚します」
▽09:30 #96-1【HD】
第96話「浮気発覚?」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、
カン・ギョンジュン、チャ・ドジン

10

配信休止

50

『医龍 -Team Medical Dragon-3』(全10話) 

12:10 #8-1【HD】
第8話「朝田復活!奇跡の手術!右手に託された
命の約束…先生僕を助けて!」 ＜出演＞

坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木
蔵之介／夏木マリ ほか 13:00 #9-1【HD】
第9話「遂に来た!最強の仲間!絶対に許せない
過去の男…お前は俺が救う!」 ＜出演＞

坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木

蔵之介／夏木マリ ほか 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-29【HD】 

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #97-1【HD】
▽14:40 #98-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-94【HD】 

30

配信休止

50

ラーメンWalker TV2
オマール海老と伊勢海老の贅沢濃厚味噌ラーメン!

渋谷「オニソバフジヤ～プレミアム～」 #249-22【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020

埼玉西武
vs

千葉ロッテ

～メットライフドー
ム

生 #19-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉ホルモン 新井屋 渋谷」

#67-35【HD】

00
配信休止

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#18-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第13話「秘密の恋愛」

#13-1【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#28-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-95【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

30
配信休止

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #78-1【HD】 

20

韓国ドラマ
『あなたはひどいです』
日本語字幕版(全50話)

▽07:00 #9-2【HD】
第9話「お見舞い」
▽08:10 #10-2【HD】
第10話「ピアノ講師」

＜出演＞
オム・ジョンファ、チャン・ヒ
ジン、チョン・ギョウン、カ
ン・テオ（5urprise）、チョ
ン・グァンリョル ほか

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-30【HD】 

30

配信休止

00

映画「コンフィデンスマンJPプリンセ
ス編」公開記念特番 「コンフィデン

スマンMC」 #1-1【HD】 

40

私の青春売ります
画家の兄を殺された妹が、贋作
絵画販売組織の正体を暴く!!

＜出演＞
賀来千香子／ジョニー大倉
広岡瞬／真木洋子／古川明美
竹井みどり／丸山詠二
大門正明 ほか

#1-4【HD】

30

『ザ・ノンフィクション』
オレがやらなきゃ誰がやる！～北朝鮮
へ送るラジオ放送「しおかぜ」～
▽俺がやらなきゃ誰が…
拉致をラジオで救え！

＜語り＞梅津 弥英子 #112-12【HD】 

50

ラーメンWalker TV2
祝20周年!愛され続ける超ハイセンスな名店の味!
市ヶ谷『九段 斑鳩 市ヶ谷本店』 #255-19【HD】 

00PR 2020年7月 #9-96【HD】 

30

オリジナルドラマ『過ちスクランブル』(全5
話)

14:00 #1-11【HD】
＜出演＞

趣里/橋本マナミ/若葉竜也/市川しんぺー
ほか 14:30 #2-11【HD】

＜出演＞
趣里/橋本マナミ/若葉竜也/市川しんぺー

ほか 15:00 #3-11【HD】
＜出演＞

趣里/橋本マナミ/若葉竜也/市川しんぺー
ほか 15:30 #4-11【HD】

＜出演＞
趣里/橋本マナミ/若葉竜也/市川しんぺー

ほか 16:00 #5-11【HD】
＜出演＞

趣里/橋本マナミ/若葉竜也/市川しんぺー
ほか 

真っ直ぐでおっちょこちょいな主人公と女の
本音を描くオトナのラブコメディー！？

00

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉BEAST」
#71-14【HD】

50

配信休止

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020

埼玉西武
vs

千葉ロッテ

～メットライフドー
ム

生 #20-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「うし松」
#68-19【HD】

00

KiramuneカンパニーL
千葉・保住・堀江社員登場の未公開映像&反省会トーク!

社長になぜかひいきされる堀江に、千葉と保住が嫉妬（笑）その真意は!?
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）
ｹﾞｽﾄ：千葉翔也・保住有哉・堀江瞬

#51-1【HD】

40

韓国ドラマ
『月桂樹洋服店の紳士
たち～恋はオーダーメ

イド!～』
日本語字幕版(全54話)

▽24:00 #17-2【HD】
▽25:10 #18-2【HD】
▽26:20 #19-2【HD】
▽27:30 #20-2【HD】

＜出演＞
イ・ドンゴン、チョ・
ユニ、チャ・イン

ピョ、オ・ヒョンギョ
ン、ヒョヌ ほか

30

『ザ・ノンフィクション』 マキさん
の老後 ～絶望と希望の旅立ち～

▽マキさんの老後…
衰え生活苦で夫婦大げんか

＜語り＞武田祐子（アナウンサー） 
#52-26【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ
『30だけど17です』
日本語字幕版(全16話)

▽06:00 #7-3【HD】
第7話「取り戻したい時間」
▽07:00 #8-3【HD】

第8話「1人で頑張りたい」

＜出演＞
ヤン・セジョン、シン・ヘソ
ン、アン・ヒョソプ（One O 

20 配信休止

40

韓国ドラマ
『あなたはひどいです』
日本語字幕版(全50話)

▽08:20 #11-1【HD】
第11話「熱愛報道」
▽09:30 #12-1【HD】

第12話「オーディション」

＜出演＞
オム・ジョンファ、チャン・ヒ
ジン、チョン・ギョウン、カ
ン・テオ（5urprise）、チョ
ン・グァンリョル ほか

00

『男おばさん！！』
リモートゲスト:小野莉奈(映画『アルプススタンドのは

しの方』) #186-3【HD】 

40

いちど死んだ妻
私は生きる資格のない女…

甲板の遺書に隠された衝撃の過
去

＜出演＞
三浦友和／秋吉久美子
高橋かおり／桂ざこば
正司照枝／新藤栄作
湯江健幸 ほか
 #1-4【HD】 

50純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-46【HD】 

40

『ザ・ノンフィクション』
日中共同制作 母として女として～上

海シングルマザー物語～
▽揺れる39歳…お見合い
元カレ…涙の上海再会

＜語り＞武田祐子 #107-15【HD】 
50PR 2020年7月 #9-97【HD】 

50

13:50 #2-2【HD】
LUNA SEA

10TH ANNIVERSARY 
GIG[NEVER SOLD 
OUT]CAPACITY∞
16:00 #4-1【HD】
LUNA SEA

The End of the 
Dream ZEPP TOUR 
2012「降臨」

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020

埼玉西武
vs

千葉ロッテ

～メットライフドー
ム

生 #21-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「貴族と平民」/「カツとカレー
の店 ジーエス」 #69-19【HD】 

00
配信休止

15

韓国ドラマ『ナインルーム』日本語字
幕版(全16話)
#16-3【HD】
＜出演＞

キム・ヒソン、キム・ヘスク、キム・
ヨングァン、チョン・ジェウォン、
オ・デファン、イ・ギョンヨン、キ

ム・ジェファ ほか

30

韓国バラエティ
『ドゥニア～初めて
会った世界』

日本語字幕版(全15話)

▽25:15 #1-2【HD】
▽26:17 #2-2【HD】
▽27:21 #3-2【HD】
▽28:25 #4-2【HD】

＜出演＞
ユンホ（東方神起）、
チョン・ヘソン、クォ
ン・ヒョンビン、ルダ
（宇宙少女） ほか

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#18-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

20

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第13話「秘密の恋愛」

#13-2【HD】
＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

00

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵の
ビョル姉妹～』日本語字幕版(全100

話)

▽08:20 #97-1【HD】
第97話「修惺斎の行方」
▽08:50 #98-1【HD】
第98話「仲直りの涙」
▽09:25 #99-1【HD】
第99話「バトルの終結」

＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、

30

映画「コンフィデンスマンJPプリンセ
ス編」公開記念特番 「コンフィデン

スマンMC」 #1-2【HD】 

10

配信休止

10

『医龍 -Team Medical Dragon-3』(全10話) 
第10話「母の命か娘の命か!仲間の命を懸けた

禁断の最終オペが今、始まる!」
＜出演＞

坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／遠藤憲一／岸部一徳／池田鉄洋／佐々木

蔵之介／夏木マリ ほか
#10-1【HD】

00

『ザ・ノンフィクション』
コンプレックスな私
▽自分が嫌い…デブな私
夫そして友人との亀裂
＜語り＞斉藤 舞子
#118-12【HD】

20

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:00 #99-1【HD】
▽14:40 #100-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30PR 2020年7月 #9-99【HD】 

30

配信休止

30

『ワンピース』スリラーバーク
編

17:30 #22-1【HD】 第357話「将
軍ゾンビ瞬殺!!オーズは冒険気
分!!」 18:00 #23-1【HD】 第
358話「炎の騎士サンジ!!蹴り潰
せ偽りの挙式 」 18:30 #24-1
【HD】 第359話「スケスケの因
縁?奪われたサンジの夢」 19:00 
#25-1【HD】 第360話「助けて英
雄!!敵は不死身のプリンセス」 
19:30 #26-1【HD】 第361話「ペ
ローナ恐怖!!嘘のウはウソップ
のウ」 20:00 #27-1【HD】 第
362話「屋根に舞う斬撃!!決着ゾ
ロVSリューマ」 20:30 #28-1
【HD】 第363話「チョッパー激
怒!!ホグバック魔の医術」 
21:00 #29-1【HD】 第364話
「オーズ吼える!!出て来い麦わ
らの一味」 21:30 #30-1【HD】 
第365話「敵はルフィ!!最強ゾン
ビ対麦わら一味」 22:00 #31-1
【HD】 第366話「倒れろアブサ
ロム!!ナミ友情の雷撃!!」 

22:30 #32-1【HD】 第367話「奪
えダウン!!必殺麦わらドッキン
グ?」 23:00 #33-1【HD】 第368
話「足音なき襲来!!謎の訪問

者・暴君くま」 

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽで撮れ高足りてますか?」後
編!超特急がｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを保った新たな遊び

方を提案! #103-1【HD】 

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#19-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第14話「傷ついた心の行方」
#14-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-100【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#29-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-101【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#19-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第14話「傷ついた心の行方」
#14-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-102【HD】 

50

韓国ドラマ『私がヒロイン!～宿敵のビョル姉妹～』日本
語字幕版(全100話)

第100話「心の中の修惺斎」 #100-1【HD】 ＜出演＞
ウンジョン (T-ARA)、イ・ジュヨン、カン・ギョンジュ

ン、チャ・ドジン ほか

10

配信休止

10

『ビーチボーイズ』（全12話）

▽12:10 #1-6【HD】【字】
第1話「夏、変な奴がやって来た…同

時に二人も」
▽13:22 #2-6【HD】【字】
第2話「私、ここにいたい」

＜出演＞反町隆史／竹野内豊／広末涼
子／秋本祐希／辻香緒里／原沙知絵／
平賀雅臣／武野功雄／川岡大次郎／佐
藤仁美／マイク眞木／稲森いずみ ほ

か

30

韓国ドラマ『左利きの妻』
日本語字幕版(全103話)

▽14:10 #101-1【HD】
▽14:50 #102-1【HD】

＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨン
ジュ、チン・テヒョン、イ・スンヨン

ほか

30

配信休止

00

韓国ドラマ『平日午
後3時の恋人』日本
語字幕版(全16話)

17:30 #1-3【HD】
18:35 #2-3【HD】
19:40 #3-3【HD】
20:45 #4-3【HD】
21:49 #5-3【HD】
22:54 #6-3【HD】

＜出演＞
パク・ハソン、
イェ・ジウォン、
イ・サンヨプ、
チョ・ドンヒョク

ほか

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#20-1【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第15話「想定外の試練」
#15-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-104【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#30-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-105【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『おしえて!イルス
ン』日本語字幕版(全20話)
#20-2【HD】 ＜出演＞

ユン・ギュンサン、チョン・ヘ
ソン、チャン・ヒョンソン、
チェ・ウォニョン、チョン・ソ

ンウ ほか

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第15話「想定外の試練」
#15-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-106【HD】 

20

韓国ドラマ
『太陽の帝国～復讐のカルマ

～』
日本語字幕版(全102話)

▽08:20 #1-1【HD】
▽09:00 #2-1【HD】
▽09:40 #3-1【HD】

＜出演＞
オ・チャンソク、ユン・ソイ、
チェ・ソンジェ、ハ・シウン

30PR 2020年7月 #9-107【HD】 

10

配信休止

50

『ビーチボーイズ』（全12話）

▽12:10 #3-6【HD】【字】
第3話「彼が残した忘れ物」
▽13:00 #4-6【HD】【字】
第4話「優しさのある場所」

＜出演＞反町隆史／竹野内豊／広末涼
子／秋本祐希／辻香緒里／原沙知絵／
平賀雅臣／武野功雄／川岡大次郎／佐
藤仁美／マイク眞木／稲森いずみ ほ

か

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-27【HD】 

40

韓国ドラマ『左利きの妻』日本語字幕版(全
103話)

#103-1【HD】 ＜出演＞
イ・スギョン、キム・ジヌ、ハ・ヨンジュ、
チン・テヒョン、イ・スンヨン ほか

30

『ザ・ノンフィクション』
二人のシングルマザー物語
▽なぜ養育費ゼロで離婚
涙の婚活…失敗続く訳
＜語り＞武田祐子
#100-19【HD】

30

配信休止

00

韓国ドラマ『平日午
後3時の恋人』日本
語字幕版(全16話)

17:30 #7-3【HD】
18:40 #8-3【HD】
19:45 #9-3【HD】
20:50 #10-3【HD】
21:55 #11-3【HD】

＜出演＞
パク・ハソン、
イェ・ジウォン、
イ・サンヨプ、
チョ・ドンヒョク

ほか

50

西城秀樹追悼特集 夜のヒットスタジオ 西城
秀樹出演回傑作選 1977年10/17放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

梓みちよ／久保田育子／野口五郎／八代亜紀
／森田公一とトップギャラン／片平なぎさ／

あおい輝彦 #7-1【HD】 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-39【HD】 

50

『ザ・ノンフィクション』
「日本で働くということ」～覚

悟を決めた中国人～
＜語り＞駿河太郎
#136-2【HD】

10 配信休止

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第16話「運命の料理対決」
#16-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-109【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#31-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-110【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

配信休止

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第16話「運命の料理対決」
#16-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-111【HD】 

20

韓国ドラマ
『太陽の帝国～復讐のカルマ

～』
日本語字幕版(全102話)

▽08:20 #4-1【HD】
▽09:00 #5-1【HD】
▽09:40 #6-1【HD】

＜出演＞
オ・チャンソク、ユン・ソイ、
チェ・ソンジェ、ハ・シウン

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-51【HD】 

10

配信休止

50

『ビーチボーイズ』（全12話）

12:10 #5-5【HD】
第5話「やって来た渚のライバル」

＜出演＞反町隆史／竹野内豊／広末涼子／秋
本祐希／辻香緒里／原沙知絵／平賀雅臣／武
野功雄／川岡大次郎／佐藤仁美／マイク眞木

／稲森いずみ ほか
13:00 #6-5【HD】

第6話「それは花火で始まった」
＜出演＞反町隆史／竹野内豊／広末涼子／秋
本祐希／辻香緒里／原沙知絵／平賀雅臣／武
野功雄／川岡大次郎／佐藤仁美／マイク眞木

／稲森いずみ ほか

00PR 2020年7月 #9-112【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #1-1【HD】
第1話「女のもくろみ」
▽14:40 #2-1【HD】
第2話「顔合わせ」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-25【HD】 

30

配信休止

20

韓国ドラマ『平日午
後3時の恋人』日本
語字幕版(全16話)

17:30 #12-3【HD】
18:40 #13-3【HD】
19:50 #14-3【HD】
21:00 #15-3【HD】
22:10 #16-3【HD】

＜出演＞
パク・ハソン、
イェ・ジウォン、
イ・サンヨプ、
チョ・ドンヒョク

ほか

30PR 2020年7月 #9-113【HD】 

10

配信休止

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第17話「新シェフ誕生」
#17-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-114【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#32-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-115【HD】 

30

配信休止

20

『ザ・ノンフィクション』 マキさん
の老後 ～絶望と希望の旅立ち～後編

▽ポルノ男優とマキさん
親密…ジョンさん激怒

＜語り＞武田祐子（アナウンサー） 
#53-26【HD】 

30PR 2020年7月 #9-116【HD】 

00
『おトクな時間』

10

配信休止

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第17話「新シェフ誕生」
#17-2【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-117【HD】 

20

韓国ドラマ
『太陽の帝国～復讐のカルマ

～』
日本語字幕版(全102話)

▽08:20 #7-1【HD】
▽09:00 #8-1【HD】
▽09:40 #9-1【HD】

＜出演＞
オ・チャンソク、ユン・ソイ、
チェ・ソンジェ、ハ・シウン

30PR 2020年7月 #9-118【HD】 

10

配信休止

50

『ビーチボーイズ』（全12話）  
12:10 #7-5【HD】 第7話「海がくれた
勇気」 ＜出演＞反町隆史／竹野内豊
／広末涼子／秋本祐希／辻香緒里／原
沙知絵／平賀雅臣／武野功雄／川岡大
次郎／佐藤仁美／マイク眞木／稲森い
ずみ ほか 13:00 #8-5【HD】 第8話
「彼らとともに夏が去る」 ＜出演＞
反町隆史／竹野内豊／広末涼子／秋本
祐希／辻香緒里／原沙知絵／平賀雅臣
／武野功雄／川岡大次郎／佐藤仁美／
マイク眞木／稲森いずみ ほか 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-26【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #3-1【HD】
第3話「父の病」
▽14:40 #4-1【HD】
第4話「つわり」
＜出演＞

シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年7月 #9-119【HD】 

30

配信休止

00

ザ・スター 西城秀樹 ～人生の
四季～

【No.4冬】 #4-2【HD】 

10

配信休止

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』日本語字幕版(全19話)
第18話「私だけを見て」
#18-1【HD】 ＜出演＞

ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか
20PR 2020年7月 #9-122【HD】 

30

韓国ドラマ『月桂樹洋服店の紳
士たち～恋はオーダーメイド!
～』日本語字幕版(全54話)
#33-1【HD】 ＜出演＞

イ・ドンゴン、チョ・ユニ、
チャ・インピョ、オ・ヒョン
ギョン、ヒョヌ ほか

40PR 2020年7月 #9-123【HD】 

50

配信休止

20

映画「コンフィデンスマンJPプリンセ
ス編」公開記念特番 「コンフィデン

スマンMC」 #1-3【HD】 

30PR 2020年7月 #9-124【HD】 

00
『おトクな時間』
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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。


