
30
配信休止

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #79-1【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 #11-2【HD】
第11話「熱愛報道」
▽08:10 #12-2【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

30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-28【HD】 

50

配信休止

00PR 2020年8月 #10-1【HD】 

00

『ワンピース』
エニエス・ロビー編

▽11:00～24:00
【HD】

第264話「上陸作戦
始動! 麦わら一味突

入せよ!」

から

第289話「ゾロ新技
炸裂!刀の名はそげ
キング?」

まで

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 #21-2【HD】
▽25:10 #22-2【HD】
▽26:20 #23-2【HD】
▽27:30 #24-2【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』
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 #107-17【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 #9-3【HD】
第9話「2人きりの夜」
▽07:00 #10-3【HD】

第10話「演奏家になる夢」

＜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 #13-1【HD】
第13話「危機感」
▽09:30 #14-1【HD】
第14話「思わぬ告白」

＜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
純喫茶に恋をして ～神保町・さ

ぼうる #1-19【HD】 

30

超特急の撮れ高足りてますか?
「書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽで撮れ高足りてますか？」巨
大毛筆ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽで新年の抱負を書初め!

#91-3【HD】

00

『ワンピース』エニエス・
ロビー編

11:30 #27-2【HD】 第290話
「制御不能!チョッパー禁断
のランブル」 12:00 #30-3
【HD】 第293話「泡使いカ
リファ!ナミに迫る石鹸の
罠」 12:30 #31-2【HD】 第
294話「響き渡る凶報!発動
バスターコール!」 13:00 
#32-2【HD】 第295話「5人
のナミ?反撃は蜃気楼ととも
に!」 13:30 #33-2【HD】 
第296話「ナミの決断!暴走
チョッパーを撃て!」 14:00 
#34-2【HD】 第297話「狩人
サンジ登場?嘘つき狼に贈る
挽歌」 14:30 #35-2【HD】 
第298話「灼熱の蹴り!サン
ジ足技のフルコース」 

15:00 #36-2【HD】 第299話
「白刃の猛襲!ゾロ対カク強
力斬撃対決」 15:30 #37-2
【HD】 第300話「鬼神ゾロ!
気迫が見せた阿修羅の化
身」 16:00 #38-2【HD】 第
301話「スパンダム驚愕!司
法の塔に立つ英雄」 16:30 
#39-2【HD】 第302話「ロビ
ン解放!ルフィ対ルッチ頂上
決戦」 17:00 #41-2【HD】 
第304話「勝てなきゃ誰も守
れない!ギア3始動」 17:30 
#42-2【HD】 第305話「戦慄
の過去!闇の正義とロブ・
ルッチ」 18:00 #43-2

【HD】 第306話「幻の人魚
現る?薄れゆく意識のなか
で」 18:30 #44-2【HD】 第
307話「砲火に沈む島!フラ
ンキー無念の叫び」 19:00 
#45-2【HD】 第308話「ル
フィを待て!ためらいの橋の
死闘!」 19:30 #46-2【HD】 
第309話「拳に込めた想い!
ルフィ渾身の銃乱打」 

20:00 #47-2【HD】 第310話
「友、海より来る!麦わら一
味最強の絆」 20:30 #48-2
【HD】 第311話「全員大脱
出!勝者の道は海賊のため
に」 21:00 #49-2【HD】 第
312話「ありがとうメリー!
雪に煙る別れの海」 21:30 
#50-2【HD】 第313話「破ら
れた安息!愛の拳を持つ海軍
中将」 22:00 #51-2【HD】 
第314話「最強の家系?明か
されたルフィの父!」 22:30 
#52-2【HD】 第315話「その
名は新世界!偉大なる航路の
行方」 23:00 #53-2【HD】 
第316話「シャンクス動く!
暴走する時代への楔」 

23:30 #54-2【HD】 第317話
「ヤガラを探す少女!水の都

大捜査線!」 

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)

▽24:00 #5-2【HD】
▽25:05 #6-2【HD】
▽26:10 #7-2【HD】
▽27:15 #8-2【HD】
▽28:20 #9-2【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』

50

配信休止

10
純喫茶に恋をして

～阿佐ヶ谷・gion #2-21【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18話「私だけを見て」
#18-2【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8月 #10-2【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 #10-1【HD】
▽09:00 #11-1【HD】
▽09:40 #12-1【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.) #1-59【HD】 

10

配信休止

50

『ビーチボーイズ』（全12話）

▽12:10 #9-5【HD】【字】
第9話「この想い、君に届けたい」
▽13:00 #10-5【HD】【字】

第10話「彼らの夏が終わるとき」
＜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.) #5-35【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #5-1【HD】
第5話「思い人」
▽14:40 #6-1【HD】
第6話「偽りの新生活」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-3【HD】 

30

配信休止

00

『ワンピース』
スリラーバーク編

▽17:30 #34-1【HD】
第369話「オーズ+モリア 力と頭脳の

最凶合体」
▽18:00 #35-1【HD】

第370話「逆転への秘策 ナイトメア・
ルフィ見参」

▽18:30 #36-1【HD】
第371話「壊滅、麦わら一味 カゲカゲ

の能力全開」
▽19:00 #37-1【HD】

第372話「超絶バトルスタート!ルフィ
VSルフィ」

▽19:30 #38-1【HD】
第373話「決着迫る!たたき込め、とど

めの一撃」
▽20:00 #39-1【HD】

第374話「肉体が消える!悪夢の島に射
す朝日!」

▽20:30 #40-1【HD】
第375話「終わらない危機!麦わら一味

抹殺指令」
▽21:00 #41-1【HD】

第376話「すべてを弾く くまのニキュ
ニキュの能力」

▽21:30 #42-1【HD】
第377話「仲間の痛みは我が痛み ゾロ

決死の戦い」
22:00 #43-1【HD】

第378話「遠い日の約束 海賊の唄と小
さなクジラ」

▽22:30 #44-1【HD】
第379話「ブルックの過去 陽気な仲間

悲しき別れ」
▽23:00 #45-1【HD】

第380話「ビンクスの酒 過去と現在と
をつなぐ唄」

▽23:30 #46-1【HD】
第381話「新たな仲間!音楽家・鼻唄の

ブルック」

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#1-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン 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19話「愛は熱く熱した鍋のよ
うに」 #19-1【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8月 #10-6【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)
#34-1【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8月 #10-7【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#1-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン 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19話「愛は熱く熱した鍋のよ
うに」 #19-2【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8月 #10-8【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 #13-1【HD】
▽09:00 #14-1【HD】
▽09:40 #15-1【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8月 #10-9【HD】 

10

配信休止

10

『ビーチボーイズ』（全12話）

▽12:10 #11-5【HD】【字】
第11話「海への想い、永遠の別れ」
▽13:00 #12-5【HD】【字】
第12話「さよなら夏の日…」

＜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『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:10 #7-1【HD】
第7話「記憶の残り香」
▽14:50 #8-1【HD】
第8話「謎のメール」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30

配信休止

00

『監察医 朝顔』（全11話）

▽17:30 #1-4【HD】【字】
第1話「法医の娘と刑事の父

の異色タッグ!
母を亡くした少女を救う…
この夏一番の感動作」

▽18:40 #2-4【HD】【字】
第2話「夏に凍死!? 謎の身
元不明遺体の最期は…」
▽19:40 #3-4【HD】【字】
第3話「身元不明遺体が4
体…意外な真実!?」

▽20:30 #4-4【HD】【字】
第4話「連続青酸カリ自殺…

朝顔に命の危機!」
▽21:20 #5-4【HD】【字】
第5話「第一章完結! 白骨死
体の謎…朝顔の旅立ち」
▽22:10 #6-4【HD】【字】
第6話「新章開始! 朝顔は母
に…。夫婦殺人事件に挑

む」

＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間
俊介／志田未来／中尾明慶

／板尾創路 ほか

50

“世界のプリンス”へ！チャ
ン・グンソク～24歳の素顔～
2012年に地上波深夜枠で放送さ
れた密着ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰを誕生日にCS

初放送! #1-1【HD】 
00PR 2020年8月 #10-10【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#2-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第1話「助けてください」
#1-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-11【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)
#35-1【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

40純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-31【HD】 

00

『Dr.コトー診療所』（全11話）
第1話「美しい南の島から、心温

まる感動の物語」
＜出演＞吉岡秀隆／柴咲コウ／
時任三郎／大塚寧々／石田ゆり
子／千石規子／泉谷しげる
／筧 利夫／小林薫 ほか

#1-6【HD】

30
配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#2-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第1話「助けてください」
#1-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-12【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 #16-1【HD】
▽09:00 #17-1【HD】
▽09:40 #18-1【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.) #2-53【HD】 

10

配信休止

20

『ビーチボーイズ スペシャ
ル』
＜出演＞

反町隆史／竹野内豊／広末
涼子／稲森いずみ／秋本祐
希／辻香緒里／平賀雅臣／
武野功雄／川岡大次郎／佐
藤仁美／佐藤蛾次郎／桐島
かれん／篠原涼子／竜雷太
／マイク眞木／木村佳乃

ほか
#1-6【HD】

30

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

14:20 #9-1【HD】
第9話「目覚めた弟」
▽14:55 #10-1【HD】
第10話「不審な動き」

＜出演＞

30

配信休止

20

『監察医 朝顔』（全11話）
第7話「母の手がかり…朝顔は裁判で

窮地に」 ＜出演＞
上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田
未来／中尾明慶／板尾創路 ほか #7-4

【HD】 

50
配信休止

20

2020 JリーグYBC
ルヴァンカップ
ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第2節

Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｾﾚｯｿ大阪
vs

浦和ﾚｯｽﾞ
生 #10-1【HD】

00

『監察医 朝顔』（全11話）

▽21:20 #8-4【HD】【字】
第8話「史上最も悲しい事件…不詳の

死か?」
▽22:10 #9-4【HD】【字】

第9話「最終章スタート! 法医失格? 
解剖できない」
＜出演＞

上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田
未来／中尾明慶／板尾創路 ほか

30
配信休止

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! #103-2【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#3-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第2話「別人の顔」
#2-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-13【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)
#36-1【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8月 #10-14【HD】 

30

『Dr.コトー診療所』（全11話）

▽27:40 #2-6【HD】【字】
第2話「故郷で暮らす母へ」
▽28:35 #3-6【HD】【字】
第3話「赤ちゃんを助けて」

＜出演＞吉岡秀隆／柴咲コウ／時任三
郎／大塚寧々／石田ゆり子／千石規子

／泉谷しげる
／筧 利夫／小林薫 ほか

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#3-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第2話「別人の顔」
#2-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-15【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 #19-1【HD】
▽09:00 #20-1【HD】
▽09:40 #21-1【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8月 #10-16【HD】 

20

配信休止

30

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:20 #11-1【HD】
第11話「ボスの正体」
▽14:55 #12-1【HD】
第12話「葛藤」
＜出演＞

30

配信休止

30

『監察医 朝顔』（全11話）

▽17:30 #10-4【HD】【字】
第10話「最終回直前! 朝顔先生が語

る、命の講義…」
▽18:20 #11-4【HD】【字】

第11話「遂に、完結! 娘と父の命の物
語…

大災害の前で法医が出来ることは!? 
涙の朝顔…」
＜出演＞

上野樹里／時任三郎／風間俊介／志田
未来／中尾明慶／板尾創路 ほか

10

『監察医 朝顔』 特別
編 ～夏の終わり、そ
して～ ＜出演＞

上野樹里／時任三郎／
風間俊介／志田未来／
中尾明慶／板尾創路 
ほか #1-4【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 #7-2【HD】 

00PR 2020年8月 #10-17【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#4-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第3話「いざ、財閥の家に」
#3-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-18【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)
#37-1【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

40純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-29【HD】 

30

『Dr.コトー診療所』（全11話）

▽27:40 #4-6【HD】【字】
第4話「病気を診るな、人を診ろ」
▽28:35 #5-6【HD】【字】
第5話「手術で治せない病」

＜出演＞吉岡秀隆／柴咲コウ／時任三
郎／大塚寧々／石田ゆり子／千石規子

／泉谷しげる
／筧 利夫／小林薫 ほか

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#4-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第3話「いざ、財閥の家に」
#3-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-19【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 #22-1【HD】
▽09:00 #23-1【HD】
▽09:40 #24-1【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.) #3-49【HD】 

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #6-32【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #13-1【HD】
第13話「疑念」

▽14:40 #14-1【HD】
第14話「献身的な看病」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-21【HD】 

30

配信休止

50

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 #250-23【HD】 

00

プロ野球中継2020
中日
vs
巨人

～ナゴヤドーム
生 #3-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「王ろじ」/「アカシア」

#70-23【HD】

00
配信休止

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#5-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第4話「おぼろげな記憶」
#4-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-22【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)
#38-1【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8月 #10-23【HD】 

30

『Dr.コトー診療所』（全11話）

▽27:40 #6-6【HD】【字】
第6話「愛するわが子へ」
▽28:35 #7-6【HD】【字】

第7話「巣立ち」
＜出演＞吉岡秀隆／柴咲コウ／
時任三郎／大塚寧々／石田ゆり
子／千石規子／泉谷しげる
／筧 利夫／小林薫 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!』 #80-1【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 #13-2【HD】
第13話「危機感」
▽08:10 #14-2【HD】
第14話「思わぬ告白」

＜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.) #8-28【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」 #1-4【HD】 

00

『ワンピース』エニエス・
ロビー編

11:00 #55-2【HD】 第318話
「母は強し!ゾロのドタバタ
家事手伝い」 11:30 #56-2
【HD】 第319話「サンジ衝
撃!謎の爺さんと激ウマ料
理」 12:00 #57-2【HD】 第
320話「ついに全員賞金首!6
億超えの一味!」 12:30 #58
-2【HD】 第321話「海を臨
む百獣の王!夢の船堂々完
成!」 13:00 #59-2【HD】 
第322話「さらば愛しき子分
達!フランキー発つ」 13:30 
#60-2【HD】 第323話「出港
水の都!男ウソップ決闘のケ
ジメ」 14:00 #61-2【HD】 
第324話「めぐる手配書!故
郷は踊る 船は進む!」 

14:30 #62-2【HD】 第325話
「最凶の能力!エースを襲う
黒ひげの闇」 15:00 #63-2
【HD】 第326話「謎の海賊
ご一行!サニー号と危険な
罠」 15:30 #64-2【HD】 第
327話「サニー号ピンチ!唸
れ超速の秘密メカ」 16:00 
#65-2【HD】 第328話「新世
界に沈む夢!失意の海賊パ
ズール」 16:30 #66-2
【HD】 第329話「襲い来る
刺客たち!氷上大バトル開
始」 17:00 #67-2【HD】 第
330話「大苦戦麦わら一味!
旗にかける海賊魂」 17:30 
#68-2【HD】 第331話「暑苦
しさ全開!迫る双子の磁力パ
ワー」 18:00 #69-2【HD】 
第332話「大混乱の館!怒る
ドンと囚われの一味」 

18:30 #70-2【HD】 第333話
「不死鳥ふたたび!友に誓う
海賊旗の夢」 19:00 #71-2
【HD】 第334話「アツアツ
超決戦!ルフィvs灼熱のド
ン」 19:30 #72-2【HD】 第
335話「新世界で待つ!勇ま
しき海賊との別れ」 

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 #25-2【HD】
▽25:10 #26-2【HD】
▽26:20 #27-2【HD】
▽27:30 #28-2【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』
ボクを知ってください２～ウィリアム

ズ症候群と家族～
▽難病の紘輔…恋したい
家か寮か…27歳の選択

＜語り＞梅津 弥英子 #111-14【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 #11-3【HD】
第11話「深まる想い」
▽07:00 #12-3【HD】
第12話「初めてのキス」

＜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 #15-1【HD】
第15話「覚悟」

▽09:30 #16-1【HD】
第16話「記者会見」

＜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

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-54【HD】 

00

配信休止

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)

▽24:00 #10-2【HD】
▽25:05 #11-2【HD】
▽26:10 #12-2【HD】
▽27:15 #13-2【HD】
▽28:20 #14-2【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『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#5-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第4話「おぼろげな記憶」
#4-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-24【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 #25-1【HD】
▽09:00 #26-1【HD】
▽09:40 #27-1【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.) #4-39【HD】 

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-30【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #15-1【HD】
第15話「尾行」

▽14:40 #16-1【HD】
第16話「兄と弟」
＜出演＞

シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-25【HD】 

30

配信休止

30

『ワンピース シャボンディ諸島編』

▽17:30 #1-5【HD】
第382話「ノロノロの脅威 銀狐のフォ

クシー再び」
▽18:00 #2-5【HD】

第383話「お宝大争奪戦 崩壊!スパア
イランド号」

▽18:30 #3-5【HD】
第384話「ブルック大奮闘 真の仲間へ

の道険し?」
▽19:00 #4-5【HD】

第385話「偉大なる航路半周 到達!赤
い土の大陸」

▽19:30 #5-5【HD】
第386話「麦わら一味憎し 鉄仮面の

デュバル登場」
▽20:00 #6-5【HD】

第387話「因縁の再会!囚われの魚人を
救い出せ」

▽20:30 #7-5【HD】
第388話「悲劇!仮面に隠されたデュバ

ルの真実」
▽21:00 #8-5【HD】

第389話「炸裂!サニー号の超秘密兵器
ガオン砲」

▽21:30 #9-5【HD】
第390話「魚人島目指して上陸 シャボ

ンディ諸島」
▽22:00 #10-5【HD】

第391話「暴虐!シャボンディの支配
者・天竜人」

▽22:30 #11-5【HD】
第392話「新たなライバル集結!11人の

超新星」
▽23:00 #12-5【HD】

第393話「標的はケイミー!!迫る人攫
い屋の魔手」

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「思い出の名場面で撮れ高足りてますか?」
放送100回突破記念!ｼｰｽﾞﾝ1からの5年間にわた
る名場面をﾒﾝﾊﾞｰが語る! #104-1【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#6-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第5話「私は誰?」
#5-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-26【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)
#39-1【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8月 #10-27【HD】 

30

『Dr.コトー診療所』（全11話）

▽27:40 #8-6【HD】【字】
第8話「救えない命」

▽28:35 #9-6【HD】【字】
第9話「暴かれた過去」

＜出演＞吉岡秀隆／柴咲コウ／
時任三郎／大塚寧々／石田ゆり
子／千石規子／泉谷しげる
／筧 利夫／小林薫 ほか

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#6-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第5話「私は誰?」
#5-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-28【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 #28-1【HD】
▽09:00 #29-1【HD】
▽09:40 #30-1【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8月 #10-29【HD】 

50

配信休止

00PR 2020年8月 #10-30【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #17-1【HD】
第17話「互いの言い訳」
▽14:40 #18-1【HD】
第18話「定期検診」

＜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.) #1-61【HD】 

30

配信休止

50

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） #251-23【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs
楽天

～メットライフドー
ム

生 #22-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「羊サンライズ」
#73-7【HD】

00
配信休止

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#7-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第6話「信じたくない事実」
#6-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-32【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)
#40-1【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

40純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-29【HD】 

30

『Dr.コトー診療所』（全11話）

▽27:40 #10-6【HD】【字】
第10話「この島を出て行け」
▽28:30 #11-6【HD】【字】

第11回「最終回スペシャル・新たな旅
立ち」

＜出演＞吉岡秀隆／柴咲コウ／時任三
郎／大塚寧々／石田ゆり子／千石規子

／泉谷しげる
／筧 利夫／小林薫 ほか

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#7-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第6話「信じたくない事実」
#6-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-33【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 #31-1【HD】
▽09:00 #32-1【HD】
▽09:40 #33-1【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.) #5-37【HD】 

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-30【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #19-1【HD】
第19話「弟思いの姉」
▽14:40 #20-1【HD】
第20話「夢の家」
＜出演＞

シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-34【HD】 

30

配信休止

50

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） #252-21【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs
楽天

～メットライフドー
ム

生 #23-1【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11/21放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

いしだあゆみ／桜田淳子／丸山圭子／森昌子
／布施明／和田アキ子／キャンディーズ／五

木ひろし #8-1【HD】 

00PR 2020年8月 #10-35【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#8-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第7話「思い出せない過去」
#7-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-36【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)
#41-1【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8月 #10-37【HD】 

20

『Dr.コトー診療所 特別
編』（全2話）
第1夜
＜出演＞

吉岡秀隆／柴咲コウ／山崎
樹範／時任三郎／大塚寧々
／石田ゆり子／千石規子／
泉谷しげる／筧利夫／小林
薫 ほか #1-6【HD】 

30PR 2020年8月 #10-38【HD】 

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#8-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第7話「思い出せない過去」
#7-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-39【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 #34-1【HD】
▽09:00 #35-1【HD】
▽09:40 #36-1【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8月 #10-40【HD】 

10

配信休止

00

『ザ・ノンフィクション』
黄昏れてフィリピン～借金から

逃れた脱出老人～
＜語り＞目黒泉
#133-4【HD】

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #21-1【HD】
第21話「鉢合わせ」
▽14:40 #22-1【HD】
第22話「思い出話」

＜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.) #2-55【HD】 

30

配信休止

50

ラーメンWalker TV2
アリラン・竹岡式・二郎系が夢のドッキング!

三鷹『スタミナ満点ラーメン すず鬼』 #253-18【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs
楽天

～メットライフドー
ム

生 #24-1【HD】

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」 #1-5【HD】 

00
配信休止

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#9-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第8話「携帯電話の行方」
#8-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-41【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)
#42-1【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

40純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-62【HD】 

20

『Dr.コトー診療所 特別
編』（全2話）
第2夜
＜出演＞

吉岡秀隆／柴咲コウ／山崎
樹範／時任三郎／大塚寧々
／石田ゆり子／千石規子／
泉谷しげる／筧利夫／小林
薫 ほか #2-6【HD】 

30PR 2020年8月 #10-43【HD】 

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#9-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第8話「携帯電話の行方」
#8-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-44【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 #37-1【HD】
▽09:00 #38-1【HD】
▽09:40 #39-1【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.) #6-34【HD】 

10

配信休止

50

『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全
11話) 

第1話「お待たせ!理想の病院を作るた
めチームドラゴン復活!巨大資本と最
新設備で世界進出を狙う宿敵と壮絶な

闘いが始まる」
＜出演＞

坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿
部サダヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／
夏木マリ／岸部一徳／高橋克典／平岳
大／岸部大輔／キムラ緑子／柄本佑／

池田鉄洋 ほか #1-1【HD】 
00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-63【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #23-1【HD】
第23話「嘘の重圧」
▽14:40 #24-1【HD】
第24話「面影」
＜出演＞

シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-45【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #1-3【HD】

第1話「俺はルフィ!海賊王になる男
だ!」

▽16:30 #2-3【HD】
第2話大剣豪現る!海賊狩りロロノア・

ゾロ」

30
配信休止

50

ラーメンWalker TV2
ラグジュアリーな大人空間で愉しむネオ豚骨ラーメン!

広尾『GENEI.WAGAN』 #254-14【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs
楽天

～メットライフドー
ム

生 #25-1【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)」 #64-45【HD】 

00
配信休止

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#10-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第9話「地下室の記憶」
#9-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-47【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)
#43-1【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8月 #10-48【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!』 #81-1【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 #15-2【HD】
第15話「覚悟」

▽08:10 #16-2【HD】
第16話「記者会見」

＜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.) #1-65【HD】 

30

配信休止

50

『男おばさん！！』
デジ探ゲスト:福本莉子(映画『思い、思われ、ふり、ふ

られ』) #188-1【HD】 

00PR 2020年8月 #10-49【HD】 

50

韓国ドラマ『ボイス
2～112の奇跡～』日
本語字幕版（全12
話）  11:00 #1-4
【HD】 第1話「2つ
目のゴールデンタイ
ム」 12:05 #2-4
【HD】 第2話「狩り
の始まり」 13:15 
#3-4【HD】 第3話
「審判の時間」 
14:25 #4-4【HD】 
第4話「しっ!お客さ
ん 秘密ですよ」 
15:30 #5-4【HD】 
第5話「しっ!お客さ
ん 秘密ですよ2」 
16:40 #6-4【HD】 
第6話「人気におび
える共謀者たち」  

＜出演＞
イ・ジヌク、イ・ハ
ナ、アン・セハ、キ
ム・ウソク、ソン・
ウンソ、クォン・ユ

ル ほか

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs
楽天

～メットライフドー
ム

生 #26-1【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

#65-38【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

#51-2【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 #29-2【HD】
▽25:10 #30-2【HD】
▽26:20 #31-2【HD】
▽27:30 #32-2【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』
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 #112-13【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 #13-3【HD】
第13話「名前はウ・ソリだっ

た」
▽07:00 #14-3【HD】
第14話「もう逃げない」

＜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 #17-1【HD】
第17話「テレビ出演」
▽09:30 #18-1【HD】
第18話「屈辱の婚約式」

＜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
純喫茶に恋をして

～上野・丘 #3-24【HD】 

50

韓国ドラマ『ボイス
2～112の奇跡～』日
本語字幕版（全12
話）  11:00 #7-4
【HD】 第7話「人気
におびえる共謀者た
ち2」 12:00 #8-4
【HD】 第8話「私は
今日 花をもらいま
した」 13:12 #9-4
【HD】 第9話「私は
今日 花をもらいま
した2」 14:17 #10-
4【HD】 第10話「嫌
悪の誕生」 15:20 
#11-4【HD】 第11話
「嫌悪の時代」 
16:30 #12-4【HD】 
第12話「嫌悪の時代
2 ゴールデンタイム
のために!」  ＜出

演＞
イ・ジヌク、イ・ハ
ナ、アン・セハ、キ
ム・ウソク、ソン・
ウンソ、クォン・ユ

ル ほか

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs
楽天

～メットライフドー
ム

生 #27-1【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」 #66-29【HD】 

00
配信休止

05

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) #15-2【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

30

韓国ドラマ
『最高の恋人』

日本語字幕版(全116
話)

▽25:05 #1-2【HD】
▽25:40 #2-2【HD】
▽26:15 #3-2【HD】
▽26:50 #4-2【HD】
▽27:30 #5-2【HD】
▽28:10 #6-2【HD】
▽28:50 #7-2【HD】

＜出演＞
カン・ミンギョン
(Davichi)、カン・テ
オ (5urprise)、クァ
ク・ヒソン、ハ・ヒ
ラ、チョン・チャン

00
『おトクな時間』
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2020/08/05 17:57

（1／2）

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『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#10-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第9話「地下室の記憶」
#9-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-52【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 #40-1【HD】
▽09:00 #41-1【HD】
▽09:40 #42-1【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.) #7-31【HD】 

10

配信休止

50

『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全11話) 

12:10 #2-1【HD】
第2話「手術をすると患者は死ぬ」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム
ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか 13:00 #3-1

【HD】
第3話「神の手からこぼれた患者」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム

ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-57【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #25-1【HD】
第25話「切ない優しさ」
▽14:40 #26-1【HD】
第26話「事故の記憶」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-54【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #3-3【HD】

第3話「モーガンVSルフィ!謎の美少女
は誰?」

▽16:30 #4-3【HD】
第4話「ルフィの過去!赤髪のシャンク

ス登場」

30
配信休止

30

『ワンピース シャボンディ諸島編』

▽17:30 #13-5【HD】
第394話「ケイミーを救え 諸島に残る

暗黒の歴史」
▽18:00 #14-5【HD】

第395話「タイムリミット 人間オーク
ション開幕」

▽18:30 #15-5【HD】
第396話「鉄拳炸裂!オークションを

ぶっつぶせ」
▽19:00 #16-5【HD】

第397話「大パニック!オークション会
場の死闘」

▽19:30 #17-5【HD】
第398話「大将黄猿動く!騒然シャボン

ディ諸島」
▽20:00 #18-5【HD】

第399話「包囲網を突破せよ!海軍VS三
人の船長」

▽20:30 #19-5【HD】
第400話「ロジャーとレイリー 海賊王

とその右腕」
▽21:00 #20-5【HD】

第401話「回避不可能!?大将黄猿の光
速の蹴り!!」

▽21:30 #21-5【HD】
第402話「圧倒的!海軍の戦闘兵器パシ

フィスタ」
▽22:00 #22-5【HD】

第403話「さらなる強敵現る!鉞かつい
だ戦桃丸」

▽22:30 #23-5【HD】
第404話「大将黄猿の猛攻 麦わら一味

絶体絶命!」
▽23:00 #24-5【HD】

第405話「消された仲間たち 麦わら一
味最後の日」

00

『ワンピース』時代劇特別編
第406話「時代劇特別編 ルフィ
親分ふたたび見参」 #1-4【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#11-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第10話「手首の傷」
#10-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-55【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)
#44-1【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8月 #10-56【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#11-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第10話「手首の傷」
#10-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-58【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 #43-1【HD】
▽09:00 #44-1【HD】
▽09:40 #45-1【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8月 #10-59【HD】 

10

配信休止

50

『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全11話) 

12:10 #4-1【HD】
第4話「魔法の心臓と狙われた女」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム
ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか 13:00 #5-1

【HD】
第5話「天才麻酔科医が決断する」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム

ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか 

00PR 2020年8月 #10-60【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #27-1【HD】
第27話「濡れ衣」
▽14:40 #28-1【HD】
第28話「家長の決断」

＜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.) #3-50【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #5-3【HD】

第5話「恐怖 謎の力!海賊道化バギー
船長!」

▽16:30 #6-3【HD】
第6話「絶体絶命!猛獣使いモージVSル

フィ!」

30
配信休止

30

韓国ドラマ
『偽りのフィアンセ～
運命と怒り～』

日本語字幕版(全20話)

▽17:30 #1-3【HD】
▽18:35 #2-3【HD】
▽19:35 #3-3【HD】
▽20:35 #4-3【HD】
▽21:35 #5-3【HD】

＜出演＞
チュ・サンウク、イ・
ミンジョン、ソ・イ
ヒョン、イ・ギウ、ユ
ナク(SUPERNOVA) ほ

か

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11/21放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

いしだあゆみ／桜田淳子／丸山圭子／森昌子
／布施明／和田アキ子／キャンディーズ／五

木ひろし #8-2【HD】 

00PR 2020年8月 #10-62【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#12-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第11話「本に隠されたメッセージ」
#11-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-63【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)
#45-1【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

40純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-58【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#12-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第11話「本に隠されたメッセージ」
#11-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-64【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 #46-1【HD】
▽09:00 #47-1【HD】
▽09:40 #48-1【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.) #8-32【HD】 

10

配信休止

50

『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全11話) 

12:10 #6-1【HD】
第6話「ヒーローに裏切られた男」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム
ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか 13:00 #7-1

【HD】
第7話「患者が最後に選ぶ医者!」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム

ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-51【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』日本語字幕版(全
119
話)

▽14:00 #29-1【HD】
第29話「父の秘密」
▽14:40 #30-1【HD】
第30話「友人捜し」

＜出演＞

30PR 2020年8月 #10-65【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #7-3【HD】

第7話「壮絶決闘!剣豪ゾロVS曲芸のカ
バジ!」

▽16:30 #8-3【HD】
第8話「勝者はどっち?悪魔の実の能力

対決!」

30
配信休止

30

韓国ドラマ
『偽りのフィアンセ～
運命と怒り～』

日本語字幕版(全20話)

▽17:30 #6-3【HD】
▽18:30 #7-3【HD】
▽19:30 #8-3【HD】
▽20:30 #9-3【HD】
▽21:30 #10-3【HD】

＜出演＞
チュ・サンウク、イ・
ミンジョン、ソ・イ
ヒョン、イ・ギウ、ユ
ナク(SUPERNOVA) ほ

か

30

配信休止

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「思い出の名場面で撮れ高足りてますか?」
放送100回突破記念!ｼｰｽﾞﾝ1からの5年間にわた
る名場面をﾒﾝﾊﾞｰが語る! #104-2【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#13-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第12話「ダラって誰?」
#12-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-66【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)
#46-1【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8月 #10-67【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#13-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第12話「ダラって誰?」
#12-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-69【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 #49-1【HD】
▽09:00 #50-1【HD】
▽09:40 #51-1【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8月 #10-70【HD】 

10

配信休止

50

『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全11話) 

12:10 #8-1【HD】
第8話「暴れる患者と未熟な医者」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム
ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか 13:00 #9-1

【HD】
第9話「死なせない! 母と子の命」 ＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム

ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか 

00PR 2020年8月 #10-71【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #31-1【HD】
第31話「証拠映像」
▽14:40 #32-1【HD】
第32話「娘に会いに」

＜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.) #4-41【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #9-3【HD】

第9話「正義のうそつき?キャプテンウ
ソップ」

▽16:30 #10-3【HD】
第10話「史上最強の変な奴!催眠術師

ジャンゴ」

30
配信休止

30

韓国ドラマ
『偽りのフィアンセ～
運命と怒り～』

日本語字幕版(全20話)

▽17:30 #11-3【HD】
▽18:30 #12-3【HD】
▽19:30 #13-3【HD】
▽20:30 #14-3【HD】
▽21:30 #15-3【HD】

＜出演＞
チュ・サンウク、イ・
ミンジョン、ソ・イ
ヒョン、イ・ギウ、ユ
ナク(SUPERNOVA) ほ

か

00

配信休止

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#14-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第13話「思いがけない来客」
#13-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-72【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)
#47-1【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

40純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-52【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#14-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第13話「思いがけない来客」
#13-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-73【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 #52-1【HD】
▽09:00 #53-1【HD】
▽09:40 #54-1【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.) #1-67【HD】 

10

配信休止

00

『医龍4 -Team Medical Dragon-』(全11話) 

12:10 #10-1【HD】
第10話「世界に売られる天才医師」

＜出演＞
坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム

ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか
13:00 #11-1【HD】

第11話「帰ってきた天才外科医」
＜出演＞

坂口憲二／稲森いずみ／小池徹平／阿部サダ
ヲ／平幹二朗／佐々木蔵之介／夏木マリ／岸
部一徳／高橋克典／平岳大／岸部大輔／キム

ラ緑子／柄本佑／池田鉄洋 ほか

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #33-1【HD】
第33話「スカウト」
▽14:40 #34-1【HD】
第34話「側近との接触」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-74【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #11-3【HD】

第11話「陰謀を暴け!海賊執事キャプ
テンクロ」

▽16:30 #12-3【HD】
第12話「激突!クロネコ海賊団 坂道の

大攻防!」

30
配信休止

50

韓国ドラマ
『偽りのフィアンセ～
運命と怒り～』

日本語字幕版(全20話)

▽17:30 #16-3【HD】
▽18:35 #17-3【HD】
▽19:40 #18-3【HD】
▽20:45 #19-3【HD】
▽21:50 #20-3【HD】

＜出演＞
チュ・サンウク、イ・
ミンジョン、ソ・イ
ヒョン、イ・ギウ、ユ
ナク(SUPERNOVA) ほ

か

00PR 2020年8月 #10-75【HD】 

00

配信休止

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#15-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第14話「探し物はどこ?」
#14-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-76【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)
#48-1【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8月 #10-77【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!』 #82-1【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 #17-2【HD】
第17話「テレビ出演」
▽08:10 #18-2【HD】
第18話「屈辱の婚約式」

＜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.) #2-59【HD】 

50

配信休止

00PR 2020年8月 #10-78【HD】 

00

韓国ドラマ
『秘密の女たち』

日本語字幕版(全16話)

▽11:00 #1-3【HD】
第1話「秘密を持つ女

が集う夜」
▽12:00 #2-3【HD】
第2話「終わらない苦

しみ」
▽13:00 #3-3【HD】
第3話「私が殺した」
▽14:00 #4-3【HD】
第4話「解雇」

▽15:00 #5-3【HD】
第5話「入試保母の復

帰」
▽16:00 #6-3【HD】
第6話「失踪者の欠

片」
▽17:00 #7-3【HD】
第7話「錯乱」

＜出演＞
ソン・ユナ、キム・ソ
ヨン、キム・テウ、ソ
ン・ジェリム、ソ・ヨ
ンヒ、オ・ヨナ ほか

50

LUNA SEA
THE FINAL ACT 
TOKYO DOME

2000年12月26日、27
日に東京ドームで行
われたLUNA SEAの終
幕ライブを放送!

#3-2【HD】

00PR 2020年8月 #10-80【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 #33-2【HD】
▽25:10 #34-2【HD】
▽26:20 #35-2【HD】
▽27:30 #36-2【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』
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】

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 #15-3【HD】
第15話「インターミッション終了」

▽07:00 #16-3【HD】
第16話「幸せの扉」

＜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 #19-1【HD】
第19話「同一人物」
▽09:30 #20-1【HD】
第20話「絶対絶命」

＜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
純喫茶に恋をして ～五反田・トゥ
ジュール デビュテ #4-21【HD】 

00

韓国ドラマ
『秘密の女たち』

日本語字幕版(全16話)

▽11:00 #8-3【HD】
第8話「夫の秘密」
▽12:00 #9-3【HD】
第9話「意識不明」
▽13:00 #10-3【HD】
第10話「映し出された

真実」
▽14:00 #11-3【HD】
第11話「憎悪」

▽15:00 #12-3【HD】
第12話「見え隠れする

証拠」
▽16:00 #13-3【HD】
第13話「電話に潜む

謎」
▽17:00 #14-3【HD】
第14話「訝しい言動」
▽18:00 #15-3【HD】
第15話「前進」

▽19:00 #16-3【HD】
第16話「秘密の扉の向

こう側」

＜出演＞
ソン・ユナ、キム・ソ
ヨン、キム・テウ、ソ
ン・ジェリム、ソ・ヨ
ンヒ、オ・ヨナ ほか

00

ザ・スター 西城秀樹 
～人生の四季～  
20:00 #1-3【HD】 

【No.1春】 20:30 #2-
3【HD】 【No.2夏】 
21:00 #3-3【HD】 

【No.3秋】 21:30 #4-
3【HD】 【No.4冬】 

50

LUNA SEA
The End of the Dream ZEPP 
TOUR 2012「降臨」

2012年12月16日ZEPP TOKYO
で行われた12年振りとなる
スタンディングツアー!

#4-2【HD】

00PR 2020年8月 #10-81【HD】 

30

韓国ドラマ
『最高の恋人』

日本語字幕版(全116
話)

▽24:00 #8-2【HD】
▽24:35 #9-2【HD】
▽25:10 #10-2【HD】
▽25:45 #11-2【HD】
▽26:20 #12-2【HD】
▽26:55 #13-2【HD】
▽27:30 #14-2【HD】
▽28:10 #15-2【HD】
▽28:50 #16-2【HD】

＜出演＞
カン・ミンギョン
(Davichi)、カン・テ
オ (5urprise)、クァ
ク・ヒソン、ハ・ヒ
ラ、チョン・チャン

ほか

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#15-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第14話「探し物はどこ?」
#14-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-82【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 #55-1【HD】
▽09:00 #56-1【HD】
▽09:40 #57-1【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.) #2-61【HD】 

00

配信休止

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #35-1【HD】
第35話「匿名の正体」
▽14:40 #36-1【HD】
第36話「自責の念」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-84【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #13-3【HD】

第13話「恐怖の二人組!ニャーバン兄
弟VSゾロ」

▽16:30 #14-3【HD】
第14話「ルフィ復活!カヤお嬢様の決

死の抵抗」

30
配信休止

00

『ワンピース』時代劇特別編
第407話「時代劇特別編 破れ!ス
リラー商会の罠」 #2-4【HD】 

30

『ワンピース』女ヶ島編

▽18:00 #1-5【HD】
第408話「上陸!男子禁制の島 アマゾ

ン・リリー」
▽18:30 #2-5【HD】

第409話「急げ!仲間たちのもとへ 
女ヶ島の冒険」
▽19:00 #3-5【HD】

第410話「みんなメロメロ!海賊女帝ハ
ンコック」

▽19:30 #4-5【HD】
第411話「背中に隠された秘密 遭遇ル

フィと蛇姫」
▽20:00 #5-5【HD】

第412話「非情の裁き!石にされたマー
ガレット!!」

▽20:30 #6-5【HD】
第413話「ルフィ大苦戦!ヘビ姉妹の覇

気の力!!」
▽21:00 #7-5【HD】

第414話「能力全開バトル!!ゴムゴム
VSヘビヘビ」

▽21:30 #8-5【HD】
第415話「ハンコックの告白 姉妹の忌

わしき過去」
▽22:00 #9-5【HD】

第416話「エースを救え!新たな目的地
は大監獄」

▽22:30 #10-5【HD】
第417話「恋はハリケーン!メロメロハ

ンコック」
▽23:00 #11-5【HD】

第418話「仲間達の行方 天候の科学と
からくり島」

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「思い出の名場面で撮れ高足りてますか?」後
編!番組開始から超特急を見守ってきたﾉﾝｽﾀ井
上とﾄﾚﾀﾘ5年間を振り返る! #105-1【HD】 

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#16-1【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第15話「取り戻した記憶」
#15-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-85【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)

#49-1【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

20

『Dr.コトー診療所2004』
（全2話）
＜出演＞

吉岡秀隆／柴咲コウ／時任
三郎／大塚寧々／朝加真由
美／富岡涼／大森南朋／千
石規子／泉谷しげる／筧利
夫／小林薫 ほか
#1-6【HD】

30PR 2020年8月 #10-86【HD】 

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『ジャスティス～復
讐という名の正義～』日本語字

幕版(全16話)
#16-2【HD】 ＜出演＞
チェ・ジニョク、ナナ

(AFTERSCHOOL)、ソン・ヒョン
ジュ、パク・ソンフン ほか

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第15話「取り戻した記憶」
#15-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-87【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 #58-1【HD】
▽09:00 #59-1【HD】
▽09:40 #60-1【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8月 #10-88【HD】 

50

配信休止

00PR 2020年8月 #10-90【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #37-1【HD】
第37話「失踪」

▽14:40 #38-1【HD】
第38話「届かない思い」

＜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.) #5-38【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #15-3【HD】

第15話「クロを倒せ!男ウソップ涙の
決意!」

▽16:30 #16-3【HD】
第16話「カヤを守れ!ウソップ海賊団

大活躍!」

30
配信休止

50

ラーメンWalker TV2
鴨の魅力を存分に散りばめた新感覚つけ麺!

新小岩『鴨出汁中華蕎麦 麺屋yoshiki』 #257-26【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

北海道日本ハム

～メットライフドー
ム

生 #28-1【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」

#67-37【HD】

00
配信休止

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)
第1話「正義に潜む悪」

#1-1【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10PR 2020年8月 #10-91【HD】 

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第16話「もう逃げない」
#16-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-92【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)
#50-1【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

30

『Dr.コトー診療所2004』
（全2話）
＜出演＞

吉岡秀隆／柴咲コウ／時任
三郎／大塚寧々／朝加真由
美／富岡涼／大森南朋／千
石規子／泉谷しげる／筧利
夫／小林薫 ほか
#2-6【HD】

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)
第1話「正義に潜む悪」

#1-2【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10PR 2020年8月 #10-94【HD】 

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第16話「もう逃げない」
#16-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-95【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 #61-1【HD】
▽09:00 #62-1【HD】
▽09:40 #63-1【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.) #3-54【HD】 

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-42【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #39-1【HD】
第39話「説得」

▽14:40 #40-1【HD】
第40話「訪問者」
＜出演＞

シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-97【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #17-3【HD】

第17話「怒り爆発!クロVSルフィ決着
の行方!」

▽16:30 #18-3【HD】
第18話「あんたが珍獣!ガイモンと奇

妙な仲間」

30
配信休止

50

ラーメンWalker TV2
豚の旨味をギュッと搾り取った超ド濃厚ラーメン!
武蔵境『ラーメン きら星』 #258-24【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

北海道日本ハム

～メットライフドー
ム

生 #29-1【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 1978年2/13放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

高田みづえ／小柳ルミ子／大塚博堂／都はる
み／紙ふうせん／世良公則＆ツイスト／森昌

子 #9-1【HD】 

00PR 2020年8月 #10-98【HD】 

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)

第2話「犯罪者から英雄へ」
#2-1【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-68【HD】 

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第17話「脱出」
#17-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-99【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)
#51-1【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8月 #10-100【HD】 

00

『Dr.コトー診療所2006』（全11話）
第1話「二人の約束」

＜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

#1-6【HD】

30
配信休止

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)

第2話「犯罪者から英雄へ」
#2-2【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10PR 2020年8月 #10-101【HD】 

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)
第17話「脱出」

#17-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-102【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 #64-1【HD】
▽09:00 #65-1【HD】
▽09:40 #66-1【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8月 #10-103【HD】 

50

配信休止

00PR 2020年8月 #10-105【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #41-1【HD】
第41話「新たな疑念」
▽14:40 #42-1【HD】
第42話「出戻り」
＜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.) #6-35【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #19-3【HD】

第19話「三刀流の過去!ゾロとくいな
の誓い!」

▽16:30 #20-3【HD】
第20話「名物コック!海上レストラン

のサンジ」

30
配信休止

50

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!」 #259-15【HD】 

00

LIONS BASEBALL L!
VE 2020
埼玉西武
vs

北海道日本ハム

～メットライフドー
ム

生 #30-1【HD】

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「うし松」
#68-22【HD】

00
配信休止

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)
第3話「連続殺人」
#3-1【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10PR 2020年8月 #10-106【HD】 

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第18話「証拠の動画」
#18-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-107【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)
#52-1【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

40純喫茶に恋をして(10分だけver.) #4-44【HD】 

30

『Dr.コトー診療所2006』（全11話）

▽27:40 #2-6【HD】【字】
第2話「最後の言葉」

▽28:35 #3-6【HD】【字】
第3話「秘密の贈り物」

＜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
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)
第3話「連続殺人」
#3-2【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10PR 2020年8月 #10-109【HD】 

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第18話「証拠の動画」
#18-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-110【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 #67-1【HD】
▽09:00 #68-1【HD】
▽09:40 #69-1【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.) #4-45【HD】 

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #5-39【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #43-1【HD】
第43話「形勢逆転」
▽14:40 #44-1【HD】
第44話「2人の秘密」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-111【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #21-3【HD】

第21話「招かれざる客!サンジの飯と
ギンの恩」

▽16:30 #22-3【HD】
第22話「最強の海賊艦隊!提督ドン・

クリーク」

30
配信休止

30

『ワンピース』アラバスタ編

▽17:30 #1-3【HD】
第93話「いざ砂漠の国へ!雨を呼ぶ粉

と反乱軍」
▽18:00 #2-3【HD】

第94話「豪傑達の再会!奴の名は火拳
のエース」

▽18:30 #3-3【HD】
第95話「エースとルフィ!熱き想いと

兄弟の絆」
▽19:00 #4-3【HD】

第96話「緑の町エルマルとクンフー
ジュゴン!」

▽19:30 #5-3【HD】
第97話「砂の国の冒険!炎熱の大地に

棲む魔物」
▽20:00 #6-3【HD】

第98話「砂漠の海賊団登場!自由に生
きる男達」

▽20:30 #7-3【HD】
第99話「ニセモノの意地!心の反乱軍

カミュ!」
▽21:00 #8-3【HD】

第100話「反乱軍戦士コーザ!ビビに
誓った夢!」

▽21:30 #9-3【HD】
第101話「陽炎の決闘!エースVS男ス

コーピオン」
▽22:00 #10-3【HD】

第102話「遺跡と迷子!ビビと仲間と国
のかたち」

▽22:30 #11-3【HD】
第103話「スパイダーズカフェに8時敵

幹部集合」
▽23:00 #12-3【HD】

第104話「ルフィVSビビ!仲間に賭ける
涙の誓い」

00
配信休止

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)
第4話「尊い家族」
#4-1【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-63【HD】 

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第19話「愛する人のために」
#19-1【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン
ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ

ヌン（２AM) ほか
20PR 2020年8月 #10-113【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)

#53-1【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

30

『Dr.コトー診療所2006』（全11話）

▽27:40 #4-6【HD】【字】
第4話「父のあやまち」
▽28:35 #5-6【HD】【字】
第5話「荒海に漂う命」

＜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

00
『おトクな時間』

30
配信休止

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #83-1【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 #19-2【HD】
第19話「同一人物」
▽08:10 #20-2【HD】
第20話「絶対絶命」

＜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.) #3-55【HD】 

30

配信休止

00

KiramuneカンパニーL
ﾔﾏﾃﾞﾗﾝﾄﾞ社長の山ちゃん登場回の未公開映像&反省会ﾄｰｸ!

撮れ高ありすぎて未公開映像満載!
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）

ｹﾞｽﾄ：山寺宏一 #52-1【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 #37-2【HD】
▽25:10 #38-2【HD】
▽26:20 #39-2【HD】
▽27:30 #40-2【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』
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
#102-19【HD】

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ
『私だけに見える探偵』
日本語字幕版(全16話)

▽06:00 #1-3【HD】
▽07:05 #2-3【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8月 #10-115【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 #21-1【HD】
第21話「新たな野望」
▽09:30 #22-1【HD】
第22話「家族」

＜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

40

配信休止

00
純喫茶に恋をして

～向島・カド #5-15【HD】 

00

配信休止

30

韓国ドラマ
『最高の恋人』

日本語字幕版(全116
話)

▽24:00 #17-2【HD】
▽24:35 #18-2【HD】
▽25:10 #19-2【HD】
▽25:45 #20-2【HD】
▽26:20 #21-2【HD】
▽26:55 #22-2【HD】
▽27:30 #23-2【HD】
▽28:10 #24-2【HD】
▽28:50 #25-2【HD】

＜出演＞
カン・ミンギョン
(Davichi)、カン・テ
オ (5urprise)、クァ
ク・ヒソン、ハ・ヒ
ラ、チョン・チャン

ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)
第4話「尊い家族」
#4-2【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10PR 2020年8月 #10-116【HD】 

10

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本語字幕
版(全20話)

第19話「愛する人のために」
#19-2【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョン

ジェ、ヤン・ジンソン、イ・シア、ジ
ヌン（２AM) ほか

20PR 2020年8月 #10-117【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 #70-1【HD】
▽09:00 #71-1【HD】
▽09:40 #72-1【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.) #5-40【HD】 

10

幸せの幻影
“2人の父”が娘の無念を晴らす
決意！！殺された綾子は自分の

娘・・・？
＜出演＞

三浦友和／余貴美子／平田満
西岡德馬／大出俊／田口計
平泉成／池端絵美子／池内万作

ほか
#1-6【HD】

00

配信休止

50

『ザ・ノンフィクション』
万引きランナーと呼ばれて
＜語り＞登坂淳一
#134-5【HD】

00PR 2020年8月 #10-119【HD】 

20

韓国ドラマ『逆流』
日本語字幕版(全119話)

▽14:00 #45-1【HD】
第45話「ニアミス」
▽14:40 #46-1【HD】
第46話「根深い憎しみ」

＜出演＞
シン・ダウン、ソ･ドヨン、イ･ジェ

30PR 2020年8月 #10-120【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』イーストブルー編
▽16:00 #23-3【HD】

第23話「守れバラティエ!大海賊・赫
足のゼフ」

▽16:30 #24-3【HD】
第24話「鷹の目のミホーク!剣豪ゾロ

海に散る」

30
配信休止

00

『ワンピース』女ヶ島編

▽17:30 #12-5【HD】
第419話「仲間達の行方 巨鳥の島と桃

色の楽園!」
▽18:00 #13-5【HD】

第420話「仲間達の行方 島をつなぐ橋
と食人植物」

▽18:30 #14-5【HD】
第421話「仲間達の行方 ネガティブ王

女(プリンセス)と悪魔王」

00

『ワンピース』インペルダウン編

▽19:00 #1-4【HD】
第422話「決死の潜入!海底監獄インペ

ルダウン」
▽19:30 #2-4【HD】

第423話「地獄で再会!?バラバラの実
の能力者!」

▽20:00 #3-4【HD】
第424話「破れ!紅蓮地獄 バギーのド

派手大作戦」
▽20:30 #4-4【HD】

第425話「監獄最強の男!毒人間・マゼ
ラン登場」

▽21:00 #5-4【HD】
第426話「映画連動特別編 動き出す金

獅子の野望」
▽21:30 #6-4【HD】

第427話「映画連動特別編 狙われた小
さな東の海」

▽22:00 #7-4【HD】
第428話「映画連動特別編 アミーゴ海

賊団の猛攻」
▽22:30 #8-4【HD】

第429話「映画連動特別編 決戦!ル
フィVSラルゴ」

▽23:00 #9-4【HD】
第430話「囚われの王下七武海!海侠の

ジンベエ」
▽23:30 #10-4【HD】

第431話「牢番長サルデスの罠 LV3・
飢餓地獄」

00

韓国ドラマ『悪い刑事～THE FACT～』
日本語字幕版(全16話)
第5話「憎しみは頂点に」

#5-1【HD】
＜出演＞

シン･ハギュン、イ･ソル、キム･ゴ
ヌ、チャ・ソヌ、パク･ホサン ほか
10PR 2020年8月 #10-121【HD】 

20

韓国ドラマ『仮面の秘密』日本
語字幕版(全20話)

第20話「過去との決別」 #20-1
【HD】 ＜出演＞キム・ジェウォ
ン、ナム・サンミ、チョ・ヒョ
ンジェ、ヤン・ジンソン、イ・
シア、ジヌン（２AM) 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)
#54-1【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8月 #10-122【HD】 

30

『Dr.コトー診療所2006』（全11話）

▽27:40 #6-6【HD】【字】
第6話「息子への誓い」
▽28:35 #7-6【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
『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。


