
50

配信休止

10
純喫茶に恋をして

～町屋・はまゆう #12-5【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#11-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #43-1【HD】
第43話「新たな世界へ」
▽08:55 #44-1【HD】
第44話「今日から同僚」
▽09:30 #45-1【HD】

第45話「隠しきれない感情」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-2【HD】 

10

韓国ドラマ『ウラチャチャ!?～
男女6人恋のバトル～』日本語字

幕版(全16話)
#11-3【HD】 ＜出演＞

キム･ソノ、イ･イギョン、シン･
ヒョンス、ムン･ガヨン、アン･
ソヒ、キム･イェウォン ほか

30
『男おばさん！！』 スタジオゲスト:平祐奈
(映画『10万分の1』) #198-4【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #6-3【HD】

第149話「雲舵いっぱい!サウスバード
を追え!」

▽16:30 #7-3【HD】
第150話「幻想は叶わない!?ベラミー

VS猿山連合」

00

配信休止

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第1話「支店閉鎖の危機」
#1-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-4【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#12-1【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第1話「欲望」 #1-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-5【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第1話「支店閉鎖の危機」
#1-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-6【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#12-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #46-1【HD】
第46話「会いたい気持ち」
▽08:55 #47-1【HD】

第47話「隙になってはいけない人」
▽09:30 #48-1【HD】
第48話「家出騒動」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-7【HD】 

10

韓国ドラマ『ウラチャチャ!?～
男女6人恋のバトル～』日本語字

幕版(全16話)
#12-3【HD】 ＜出演＞

キム･ソノ、イ･イギョン、シン･
ヒョンス、ムン･ガヨン、アン･
ソヒ、キム･イェウォン ほか

30

ラーメンWalker TV2
サニーデイ・サービス田中貴イチオシ!

日本各地の美味い一杯！未公開編 #273-13【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #8-3【HD】

第151話「一億の男!世界最高権力と海
賊黒ひげ」

▽16:30 #9-3【HD】
第152話「船は空をゆく!突き上げる海

流に乗れ」

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #12-4【HD】 

00

GRANRODEO Live Session 
"Rodeo Note" vol.1 フジテ

レビTWO完全放送
声優系・アニソン系アー
ティストとして不動の人気
を誇るGRANRODEO初の無観客
ライブを放送！この日限り
の特別な一夜をお楽しみ下

さい！
#1-2【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
1979年4/9放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
石野真子／狩人／夏木マリ／アリス／都はる
み／内藤やす子／郷ひろみ #16-1【HD】 

00PR 2020年12月 #14-9【HD】 

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第2話「監査役のすべきこと」
#2-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-11【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#13-1【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第2話「深淵」 #2-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-12【HD】 

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
#100-23【HD】

20

配信休止

30PR 2020年12月 #14-13【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第2話「監査役のすべきこと」
#2-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-14【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#13-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

05

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #49-1【HD】
第49話「交際スタート」
▽08:55 #50-1【HD】

第50話「幸せなひととき」
▽09:30 #51-1【HD】
第51話「新しい居候」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、

パク・ジュンヒョク ほか

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-15【HD】 

10

韓国ドラマ『ウラチャチャ!?～
男女6人恋のバトル～』日本語字

幕版(全16話)
#13-3【HD】 ＜出演＞

キム･ソノ、イ･イギョン、シン･
ヒョンス、ムン･ガヨン、アン･
ソヒ、キム･イェウォン ほか

30
純喫茶に恋をして ～秋葉原・フルー
フ・デゥ・セゾン #6-24【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #10-3【HD】

第153話「ここは空の海!空の騎士と天
国の門」

▽16:30 #11-3【HD】
第154話「神の国スカイピア!雲の渚の

天使たち」

20

配信休止

30PR 2020年12月 #14-16【HD】 

00

JO1の星～JO1×NO1バトル～
JO1のCS初冠番組!「最強運NO1」ﾊﾞﾄﾙ後半戦!
様々なｹﾞｰﾑで運を試され、最後は3人ﾒﾝﾊﾞｰが
決勝対決!最強運は誰の手に!? #4-2【HD】 

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第3話「背後にいる者」
#3-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-17【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#14-1【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第3話「不信」 #3-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-18【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第3話「背後にいる者」
#3-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-19【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#14-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #52-1【HD】
第52話「元妻のヤキモチ」
▽08:55 #53-1【HD】

第53話「突然のハプニング」
▽09:30 #54-1【HD】
第54話「過酷な運命」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-20【HD】 

10

韓国ドラマ『ウラチャチャ!?～
男女6人恋のバトル～』日本語字

幕版(全16話)
#14-3【HD】 ＜出演＞

キム･ソノ、イ･イギョン、シン･
ヒョンス、ムン･ガヨン、アン･
ソヒ、キム･イェウォン ほか

30

『男おばさん！！』
スタジオゲスト：篠原ゆき子（映画『ミセス・ノイ

ズィ』） #199-1【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #12-3【HD】

第155話「禁断の聖地!神の住む島と天
の裁き!」

▽16:30 #13-3【HD】
第156話「早くも犯罪者!?スカイピア

の法の番人」

30

配信休止

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「モノマネで撮れ高足りてますか？」後半
戦！ﾒﾝﾊﾞｰ渾身のﾓﾉﾏﾈの完成度に一同驚愕!

#111-2【HD】

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第4話「派閥争い」
#4-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-22【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#15-1【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第4話「憎悪」 #4-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-23【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「王ろじ」/「アカシア」

#70-34【HD】

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #97-1【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 #47-2【HD】
第47話「田舎暮らし」
▽08:10 #48-2【HD】
第48話「逮捕」

＜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

30PR 2020年12月 #14-26【HD】 

30

配信休止

50
純喫茶に恋をして

～築地・マコ #13-1【HD】 
00PR 2020年12月 #14-27【HD】 

00

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)

▽11:00 #41-3【HD】
▽12:10 #42-3【HD】
▽13:20 #43-3【HD】
▽14:30 #44-3【HD】
▽15:40 #45-3【HD】
▽16:50 #46-3【HD】
▽18:00 #47-3【HD】
▽19:10 #48-3【HD】
▽20:20 #49-3【HD】
▽21:35 #50-3【HD】
▽22:45 #51-3【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

50

韓国ドラマ『真心が
届く～僕とスターの
オフィス・ラブ!?
～』日本語字幕版
(全16話)

24:00 #11-2【HD】
25:20 #12-2【HD】
26:30 #13-2【HD】
27:40 #14-2【HD】

＜出演＞
イ・ドンウク、ユ・
インナ ほか

10

『男おばさん！！』
スタジオゲスト：篠原ゆき子（映画『ミセス・ノイ

ズィ』） #199-2【HD】 

30

ラーメンWalker TV2
サニーデイ・サービス田中貴イチオシ!

日本各地の美味い一杯！未公開編 #273-15【HD】 

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』

日本語字幕版(全19話)

▽06:00 #13-3【HD】
第13話「秘密の恋愛」
▽07:05 #14-3【HD】

第14話「傷ついた心の行方」

＜出演＞
ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #1-89【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 #49-1【HD】
第49話「和解」

▽09:30 #50-1【HD】
第50話「巡る愛」

＜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！！』
スタジオゲスト：篠原ゆき子（映画『ミセス・ノイ

ズィ』） #199-3【HD】 

30

超特急の撮れ高足りてますか?
「俺の実家飯で撮れ高足りてますか?」後編!
それぞれ実家の味をﾒﾝﾊﾞｰが試食ﾀｲﾑ!
誰の実家飯が一番美味しいのか!?

#85-4【HD】

00

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)

▽11:30 #52-3【HD】
▽12:38 #53-3【HD】
▽13:50 #54-3【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

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)

▽15:00～22:00
【HD】

第1話「正反対の姉
妹」

から

第13話「待っていた
言葉」

まで

＜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 ほか

00

田原俊彦 DOUBLE ‘T’ 
TOUR 2020 Love Paradise
“トシちゃん”こと田原俊
彦の最新ツアーの東京公演
を独占初放送！会場に来ら
れなかったファンも放送を
録画して圧倒的パフォーマ
ンスを永久保存版に！

#1-1【HD】

30

韓国ドラマ
『左利きの妻』

日本語字幕版(全103
話)

▽24:00 #19-2【HD】
▽24:35 #20-2【HD】
▽25:10 #21-2【HD】
▽25:48 #22-2【HD】
▽26:25 #23-2【HD】
▽27:03 #24-2【HD】
▽27:38 #25-2【HD】
▽28:15 #26-2【HD】
▽28:50 #27-2【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

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第4話「派閥争い」
#4-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-29【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#15-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #55-1【HD】
第55話「別れるしかない」
▽08:55 #56-1【HD】
第56話「苦悩の中で」
▽09:30 #57-1【HD】
第57話「苦渋の選択」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、

パク・ジュンヒョク ほか

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-31【HD】 

10

韓国ドラマ『ウラチャチャ!?～
男女6人恋のバトル～』日本語字

幕版(全16話)
#15-3【HD】 ＜出演＞

キム･ソノ、イ･イギョン、シン･
ヒョンス、ムン･ガヨン、アン･
ソヒ、キム･イェウォン ほか

30

ラーメンWalker TV2
七百年の時を超えて蘇った伝説の翡翠麺！
一橋学園『中国宮廷麺 なにや』 #274-6【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #14-3【HD】

第157話「脱出なるか!?動きはじめた
神の試練!」

▽16:30 #15-3【HD】
第158話「ラブリー通りの罠!全能なる

神エネル」

30
配信休止

30

『ワンピース』Zの野望編

▽17:30 #1-4【HD】
第575話「Zの野望編 小さな巨人リ

リー!」
▽18:00 #2-4【HD】

第576話「Zの野望編 謎の最強軍団登
場!」

▽18:30 #3-4【HD】
第577話「Zの野望編 決死の大脱出作

戦!」
▽19:00 #4-4【HD】

第578話「Zの野望編 ルフィVSシュー
ゾ!」

30

『ワンピース』パンクハザード編

▽19:30 #1-3【HD】
第579話「上陸!燃える島パンクハザー

ド」
▽20:00 #2-3【HD】

第580話「灼熱の戦い!ルフィVS巨大
竜!」

▽20:30 #3-3【HD】
第581話「一味騒然!衝撃の首だけ侍登

場!」
▽21:00 #4-3【HD】

第582話「驚愕!遂に明かされる島の秘
密」

▽21:30 #5-3【HD】
第583話「子供達を救え!一味戦闘開

始」
▽22:00 #6-3【HD】

第584話「剣術勝負 ブルックVS謎の胴
体侍」

▽22:30 #7-3【HD】
第585話「七武海! トラファルガー・

ロー」
▽23:00 #8-3【HD】

第586話「大ピンチ ルフィ極寒の湖に
沈む」

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「キャラクター制作で撮れ高足りてます

か？」番組ｽﾀｰﾄからほぼ5年にして番組公式ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙｷｬﾗｸﾀｰを考案! #112-1【HD】 

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第5話「本当の目的」
#5-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-33【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#16-1【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第5話「混沌」 #5-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-34【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第5話「本当の目的」
#5-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-35【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#16-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #58-1【HD】
第58話「偶然なのに…」
▽08:55 #59-1【HD】
第59話「パパは誰?」
▽09:30 #60-1【HD】
第60話「突然の結婚話」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-37【HD】 

10

韓国ドラマ『ウラチャチャ!?～
男女6人恋のバトル～』日本語字

幕版(全16話)
#16-3【HD】 ＜出演＞

キム･ソノ、イ･イギョン、シン･
ヒョンス、ムン･ガヨン、アン･
ソヒ、キム･イェウォン ほか

30

『男おばさん！！』
スタジオゲスト：篠原ゆき子（映画『ミセス・ノイ

ズィ』） #199-4【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #16-3【HD】

第159話「すすめカラス丸!生贄の祭壇
を目指せ」

▽16:30 #17-3【HD】
第160話「生存率10%!心綱使いの神官

サトリ!」

30
配信休止

00

韓国ドラマ
『欠点ある恋人たち』
日本語字幕版(全16話)

▽17:30 #1-3【HD】
第1話「やっぱりイケメンは

信じられない」
▽18:35 #2-3【HD】

第2話「チュ・ソヨン、俺と
付き合わないか」
▽19:40 #3-3【HD】

第3話「そう、君だった」
▽20:45 #4-3【HD】

第4話「この症状は何です
か?」

▽21:50 #5-3【HD】
第5話「俺のそばにいてほし

い」
▽22:55 #6-3【HD】

第6話「あんたはそういう人
間よ」

＜出演＞
アン・ジェヒョン、オ・ヨ
ンソ、クウォン、キム・ス
ルギ、ホ・ジョンミン ほ

か

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第6話「不正を正す義務」
#6-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-40【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#17-1【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第6話「覚醒」 #6-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-42【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第6話「不正を正す義務」
#6-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-43【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#17-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #61-1【HD】
第61話「2人目の孫」
▽08:55 #62-1【HD】

第62話「越えられない壁」
▽09:30 #63-1【HD】
第63話「結婚できない」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

10

配信休止

00

『恋ノチカラ』（全１１話）
第2話「30歳OL そして恋が始まる!!」
＜出演＞深津 絵里／堤 真一／矢田 
亜希子／坂口 憲二／猫背 椿／菅原 
禄弥／志賀 廣太郎／西村 雅彦 ほか

#2-1【HD】

10

韓国ドラマ『ドラマステージ2017』日
本語字幕版(全10話)

第1話「パク代理の秘密の私生活」
＜出演＞

イ・ジュスン、キム・イェウォン、
チャ・スヒョン、チャン・ドンユン

（友情出演）
#1-1【HD】

30

ラーメンWalker TV2
埼玉屈指の名店に駆け上がった今が旬の行列店！

狭山ヶ丘『自家製手もみ麺 鈴ノ木』
 #275-7【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #18-3【HD】

第161話「「玉の試練」の脅威!迷いの
森の死闘」

▽16:30 #19-3【HD】
第162話「チョッパー危うし!元神VS神

官シュラ」

30
配信休止

00

韓国ドラマ
『欠点ある恋人たち』
日本語字幕版(全16話)

▽17:30 #7-3【HD】
第7話「ごめん、好きで」
▽18:35 #8-3【HD】

第8話「あんたみたいな顔の
人は好きになれない」
▽19:40 #9-3【HD】

第9話「何も感じないの」
▽20:45 #10-3【HD】

第10話「私が行こうと言っ
たの」

▽21:50 #11-3【HD】
第11話「そうよね。私が離

れない限り」
▽22:55 #12-3【HD】

第12話「他に理由がある」

＜出演＞
アン・ジェヒョン、オ・ヨ
ンソ、クウォン、キム・ス
ルギ、ホ・ジョンミン ほ

か

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第7話「隠された計画」
#7-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-46【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#18-1【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第7話「迷宮」 #7-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-47【HD】 

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
#102-23【HD】

20

配信休止

30PR 2020年12月 #14-48【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第7話「隠された計画」
#7-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-49【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#18-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #64-1【HD】
第64話「病室デート」
▽08:55 #65-1【HD】
第65話「一大決心」
▽09:30 #66-1【HD】

第66話「お騒がせしました」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

10

配信休止

50

『恋ノチカラ』（全１１話）

▽12:10 #3-1【HD】
第3話「女が嘘をつくとき」
▽13:00 #4-1【HD】

第4話「クレームの嵐!!求む営業マ
ン」

＜出演＞
深津 絵里／堤 真一／矢田 亜希子／
坂口 憲二／猫背 椿／菅原 禄弥／志
賀 廣太郎／西村 雅彦 ほか

00PR 2020年12月 #14-50【HD】 

10

韓国ドラマ『ドラマステージ
2017』日本語字幕版(全10話)
第2話「B主任とラブレター」

＜出演＞
ソン・ジヒョ、チョ・ウジン、
イ・ジュニョク（特別出演）

#2-1【HD】

30
純喫茶に恋をして

～本郷・金魚坂 #7-23【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #20-3【HD】

第163話「摩訶不思議!紐の試練と恋の
試練!?」

▽16:30 #21-3【HD】
第164話「シャンドラの灯を燈せ!戦士

ワイパー」

30
配信休止

50

韓国ドラマ
『欠点ある恋人たち』
日本語字幕版(全16話)

▽17:30 #13-3【HD】
第13話「本当に僕のせいな

んですか?」
▽18:35 #14-3【HD】

第14話「僕はダメな奴だ」
▽19:40 #15-3【HD】
第15話「僕はもう決めて

る」
▽20:45 #16-3【HD】

第16話「私たちは2人で1つ
だから」

＜出演＞
アン・ジェヒョン、オ・ヨ
ンソ、クウォン、キム・ス
ルギ、ホ・ジョンミン ほ

か

00

配信休止

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第8話「手を組むべき人」
#8-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-52【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#19-1【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第8話「亀裂」 #8-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-53【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第8話「手を組むべき人」
#8-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-54【HD】 

20

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#19-2【HD】
＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #67-1【HD】
第67話「揺るがぬ決意」
▽08:55 #68-1【HD】
第68話「最後のデート」
▽09:30 #69-1【HD】
第69話「事故の真相」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

10

配信休止

50

『恋ノチカラ』（全１１話）

▽12:10 #5-1【HD】
第5話「キス!キス!キス!」
▽13:00 #6-1【HD】

第6話「大問題発生!!会社が倒産す
る」

＜出演＞
深津 絵里／堤 真一／矢田 亜希子／
坂口 憲二／猫背 椿／菅原 禄弥／志
賀 廣太郎／西村 雅彦 ほか

00PR 2020年12月 #14-55【HD】 

10

韓国ドラマ『ドラマステー
ジ2017』日本語字幕版(全10
話) 第3話「直立歩行の歴

史」 ＜出演＞
ミナ（gugudan）、ピョン・
ウソク #3-1【HD】 

30
純喫茶に恋をして

～平井・ワンモア #8-20【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #22-3【HD】

第165話「天空の黄金卿ジャヤ!目指せ
神の社!」

▽16:30 #23-3【HD】
第166話「黄金前夜祭!「ヴァース」へ

の想い!」

00

配信休止

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第9話「情報の出どころ」
#9-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-57【HD】 

10

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#20-1【HD】 ＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか
20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-1【HD】 

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第9話「出口」 #9-1【HD】 

＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-58【HD】 

30

配信休止

00
『おトクな時間』

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「焼肉BEAST」
#71-27【HD】

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #98-1【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 #49-2【HD】
第49話「和解」

▽08:10 #50-2【HD】
第50話「巡る愛」

＜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

30PR 2020年12月 #14-59【HD】 

30

配信休止

50

『男おばさん！！』
スタジオゲスト:内田慈(映画『レディ・トゥ・レディ』)

#200-1【HD】

00PR 2020年12月 #14-60【HD】 

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)

▽11:00～23:00【HD】
第14話「クムビョルの

不安」

から

第34話「大ピンチ」

まで

＜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 ほか

30

JO1の星～JO1×NO1バトル～
JO1のCS初冠番組!第3の種目は「知力NO1」ﾊﾞﾄ

ﾙ!珍回答続出で誰が勝つのかｶｵｽ!
#5-1【HD】

00

KiramuneカンパニーL
置鮎社長ｹﾞｽﾄ回の未公開映像&反省会ﾄｰｸ!

人気ｷｬﾗを演じてきた置鮎社長が語る裏話とは!?
MC：Uncle Bomb（浪川大輔・吉野裕行）
ｹﾞｽﾄ：置鮎龍太郎 #55-2【HD】 

20

韓国ドラマ『真心が届
く～僕とスターのオ
フィス・ラブ!?～』日
本語字幕版(全16話)

24:00 #15-2【HD】 
25:10 #16-2【HD】 

＜出演＞
イ・ドンウク、ユ・イ

ンナ ほか

40

韓国ドラマ『バベル～愛と
復讐の螺旋～』日本語字幕

版(全16話)

26:20 #1-2【HD】
第1話「欲望」 27:30 #2-2

【HD】
第2話「深淵」 
＜出演＞

パク・シフ、チャン・ヒジ
ン、キム・ジフン、キム・
へスク、チャン・シニョン

ほか

30

『ザ・ノンフィクション』
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
#103-21【HD】

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『油っこいロマン
ス』

日本語字幕版(全19話)

▽06:00 #15-3【HD】
第15話「想定外の試練」
▽07:05 #16-3【HD】

第16話「運命の料理対決」

＜出演＞
ジュノ（２PM）、チャン・ヒョ
ク、チョン・リョウォン ほか

20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #2-85【HD】 

30

韓国ドラマ『金持ちの息子』
日本語字幕版(全50話)

▽08:20 #1-1【HD】
第1話「予期せぬ再会」
▽09:25 #2-1【HD】
第2話「別れのとき」

＜出演＞
キム・ジフン、キム・ジュヒョ
ン、イ・ギュハン、ホン・ス
ヒョン、イ・チャンヨプ ほか

50
純喫茶に恋をして

～築地・マコ #13-2【HD】 
00PR 2020年12月 #14-63【HD】 

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)

11:00 #35-2【HD】
第35話「ウソ発覚」
11:30 #36-2【HD】
第36話「苦しいウソ」
12:00 #37-2【HD】
第37話「針のむしろ」
12:30 #38-2【HD】

第38話「ソヒの嫁いびり」
13:00 #39-2【HD】

第39話「真実を打ち明けた
い」

13:30 #40-2【HD】
第40話「証拠を持つ男」
14:00 #41-2【HD】

第41話「恐れていた鉢合わ
せ」

14:30 #42-2【HD】
第42話「追い出されて」
15:00 #43-2【HD】
第43話「絶縁」
15:30 #44-2【HD】

第44話「ミョンジャの悪知
恵」

16:00 #45-2【HD】
第45話「消せない過去」
16:30 #46-2【HD】

第46話「疑われた善意」
17:00 #47-2【HD】

第47話「請求書の行方」
17:30 #48-2【HD】
第48話「深まる溝」
18:00 #49-2【HD】

第49話「ヘスンの嘆き」
18:30 #50-2【HD】

第50話「幼なじみとの再
会」

19:00 #51-2【HD】
第51話「家族投票」
19:30 #52-2【HD】

第52話「ヨンエの恨み節」
20:00 #53-2【HD】
第53話「出馬断念」
20:30 #54-2【HD】

第54話「モールでの出来
事」

21:00 #55-2【HD】
第55話「カフェのビルの大

家」
21:30 #56-2【HD】
第56話「再発」
22:00 #57-2【HD】

第57話「もう我慢しない」
22:30 #58-2【HD】
第58話「絶体絶命」
23:00 #59-2【HD】

第59話「ライバル登場」
23:30 #60-2【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 ほ

か

30

韓国ドラマ
『左利きの妻』

日本語字幕版(全103
話)

▽24:00 #28-2【HD】
▽24:36 #29-2【HD】
▽25:12 #30-2【HD】
▽25:50 #31-2【HD】
▽26:27 #32-2【HD】
▽27:05 #33-2【HD】
▽27:44 #34-2【HD】
▽28:19 #35-2【HD】
▽28:54 #36-2【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

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第9話「情報の出どころ」
#9-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-65【HD】 

10

韓国ドラマ『がんばれ!プンサン』日
本語字幕版(全20話)
#20-2【HD】 ＜出演＞

ユ・ジュンサン、オ・ジホ、チョン・
ヘビン、イ・シヨン、チャ・ソウォ
ン、シン・ドンミ、パク・イナン、

チェ・デチョルほか
20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #7-54【HD】 

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #70-1【HD】
第70話「もうどこにも行けない」

▽08:55 #71-1【HD】
第71話「別れたくない」
▽09:30 #72-1【HD】
第72話「俺の愛する人」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

10

配信休止

50

『恋ノチカラ』（全１１話）

▽12:10 #7-1【HD】
第7話「悲しいとき近くにいて欲しい

人」
▽13:00 #8-1【HD】

第8話「急展開!?元カレ突然の帰
国!!」

＜出演＞深津 絵里／堤 真一／
矢田 亜希子／坂口 憲二／猫背 椿／
菅原 禄弥／志賀 廣太郎／西村 雅彦

ほか
00PR 2020年12月 #14-67【HD】 

10

韓国ドラマ『ドラマステージ
2017』日本語字幕版(全10話)
第4話「遠足に行く日」

＜出演＞
キム・ドンワン（SHINHWA）、キ

ム・ヘイン
#4-1【HD】

30

ラーメンWalker TV2
世界初“店主ブッキング型”最新ラーメン店が誕生！

東所沢『ラーメンWalkerキッチン』
 #276-9【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #24-3【HD】

第167話「神・エネル登場!!生き残り
への夜明曲」

▽16:30 #25-3【HD】
第168話「牙むく大蛇!遂に始まる生き

残り合戦」

30
配信休止

00

『ワンピース』パンクハザード編

▽17:30 #9-3【HD】
第587話「激突!ローVSスモーカー中

将」
▽18:00 #10-3【HD】

第588話「2年ぶりの再会!ルフィと
ロー」

▽18:30 #11-3【HD】
第589話「世界最悪 恐怖の科学者シー

ザー」
▽19:00 #12-3【HD】

第590話「史上最強コラボVS海の大食
漢」

▽19:30 #13-3【HD】
第591話「チョッパー激怒 M非道なる

実験」
▽20:00 #14-3【HD】

第592話「一味抹殺!伝説の殺し屋来
襲!」

▽20:30 #15-3【HD】
第593話「ナミを救え!ルフィ雪山の戦

い」
▽21:00 #16-3【HD】

第594話「結成!ルフィ・ロー海賊同
盟!」

▽21:30 #17-3【HD】
第595話「Mを捉えろ 海賊同盟作戦開

始!」
▽22:00 #18-3【HD】

第596話「全滅の危機 死のモンスター
飛来」

▽22:30 #19-3【HD】
第597話「大激戦 シーザー真の能力発

動!」
▽23:00 #20-3【HD】

第598話「炎切り裂く侍!狐火の錦えも
ん」

▽23:30 #21-3【HD】
第599話「衝撃!謎の男ヴェルゴの正

体!」

50

第7回ドラマ甲子園「言の葉」
最年少16歳の女子高生が監督&脚本!

＜出演＞
蒔田彩珠/桜田ひより/箭内夢菜/宮世

琉弥/泉谷しげる ほか
#1-4【HD】

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #13-2【HD】 

00

『ザ・ブラックカンパニー』(全6話)

▽25:00 #1-15【HD】【字】
第1話

▽25:30 #2-15【HD】【字】
第2話

▽26:00 #3-15【HD】【字】
第3話

▽26:30 #4-15【HD】【字】
第4話

▽27:00 #5-15【HD】【字】
第5話

▽27:30 #6-15【HD】【字】
第6話(最終話)
＜出演＞

工藤阿須加、岡山天音、MEGUMI、尾上
寛之、深水元基/村上虹郎/高橋ひと

み・速水もこみち

30

配信休止

00
『おトクな時間』

40

配信休止

10

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」

#67-54【HD】
20純喫茶に恋をして(10分だけver.) #8-51【HD】 

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #73-1【HD】
第73話「ピンチをチャンスに」

▽08:55 #74-1【HD】
第74話「兄の頼み」
▽09:30 #75-1【HD】
第75話「真の謝罪」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

10

配信休止

50

『恋ノチカラ』（全１１話）

▽12:10 #9-1【HD】
第9話「2人きりの夜」
▽13:00 #10-1【HD】
第10話「さようなら」

＜出演＞
深津 絵里／堤 真一／矢田 亜希子／
坂口 憲二／猫背 椿／菅原 禄弥／志
賀 廣太郎／西村 雅彦 ほか

00PR 2020年12月 #14-69【HD】 

10

韓国ドラマ『ドラマステー
ジ2017』日本語字幕版(全10
話) 第5話「今日もタンバリ
ンを叩きます」 ＜出演＞
パク・ヒボン、イ・ミソ #5

-1【HD】 

30

『男おばさん！！』
スタジオゲスト:内田慈(映画『レディ・トゥ・レディ』)

#200-2【HD】

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #26-3【HD】

第169話「捨て身の排撃!「戦鬼」ワイ
パーの覚悟」

▽16:30 #27-3【HD】
第170話「空中の激戦!海賊ゾロVS戦士

ブラハム」

30
配信休止

30

韓国ドラマ『仮面の秘密』
日本語字幕版(全20話)

▽17:30 #1-3【HD】
第1話「助けてください」
▽18:30 #2-3【HD】
第2話「別人の顔」
▽19:30 #3-3【HD】

第3話「いざ、財閥の家に」
▽20:30 #4-3【HD】

第4話「おぼろげな記憶」
▽21:30 #5-3【HD】
第5話「私は誰?」
▽22:30 #6-3【HD】

第6話「信じたくない事実」

＜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

00
配信休止

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第10話「揺さぶり」
#10-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-71【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#1-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第10話「悪夢」 #10-1

【HD】 ＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-72【HD】 

20

配信休止

30PR 2020年12月 #14-73【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第10話「揺さぶり」
#10-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-74【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#1-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #76-1【HD】
第76話「プロポーズ」
▽08:55 #77-1【HD】
第77話「シン家の恩人」
▽09:30 #78-1【HD】
第78話「結婚宣言」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

10

配信休止

10

『恋ノチカラ』（全１１話）
第11話「幸せはかならずやってくる!!

今夜あなたの上にも」
＜出演＞深津 絵里／堤 真一／矢田 
亜希子／坂口 憲二／猫背 椿／菅原 
禄弥／志賀 廣太郎／西村 雅彦 ほか

#11-1【HD】

00

『ザ・ノンフィクション』
映画館に暮らす一家の物語
～廃墟に移住した切替家の6

年～ #140-4【HD】 

20

韓国ドラマ『ドラマステー
ジ2017』日本語字幕版(全10

話)
第6話「文集」 ＜出演＞
シン・ウンス、チョン・
ジェウォン（ONE) #6-1

【HD】 
30PR 2020年12月 #14-75【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・スカイピア編
▽16:00 #28-3【HD】

第171話「唸る燃焼砲!!ルフィVS戦鬼
ワイパー」

▽16:30 #29-3【HD】
第172話「沼の試練!チョッパーVS神官

ゲダツ!!」

30
配信休止

30

韓国ドラマ『仮面の秘密』
日本語字幕版(全20話)

▽17:30 #7-3【HD】
第7話「思い出せない過去」
▽18:30 #8-3【HD】

第8話「携帯電話の行方」
▽19:30 #9-3【HD】
第9話「地下室の記憶」
▽20:30 #10-3【HD】
第10話「手首の傷」
▽21:30 #11-3【HD】

第11話「本に隠されたメッ
セージ」

＜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

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「キャラクター制作で撮れ高足りてます

か？」番組ｽﾀｰﾄからほぼ5年にして番組公式ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙｷｬﾗｸﾀｰを考案! #112-2【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 1979年5/7放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

アグネス・チャン／石野真子／大橋純子／能
瀬慶子／カラパナ／ツイスト／野口五郎 #17-

1【HD】 

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #9-9【HD】 

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第11話「生死の狭間」
#11-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-79【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#2-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第11話「波紋」 #11-1

【HD】 ＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-81【HD】 

20

配信休止

30PR 2020年12月 #14-83【HD】 

00
『おトクな時間』
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（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。



00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第11話「生死の狭間」
#11-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-84【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#2-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #79-1【HD】
第79話「過去は水に流そう」
▽08:55 #80-1【HD】
第80話「結婚の誓い」
▽09:30 #81-1【HD】
第81話「嫁はつらいよ」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-86【HD】 

30

韓国ドラマ『ドラマステー
ジ2017』日本語字幕版(全10

話)
第7話「時間切れ」

＜出演＞
ウォン・ミギョン、イ・ヒ

ジュン
#7-1【HD】

00
配信休止

30

『ワンピース』空島・スカイピア編
第173話「無敵の能力!明かされるエネ

ルの正体」 #30-3【HD】 

00

『ワンピース』空島・黄金の鐘編
第174話 「幻の都! 雄大なるシャンド

ラの遺跡!!」 #1-3【HD】 

30
配信休止

30

韓国ドラマ『仮面の秘密』
日本語字幕版(全20話)

▽17:30 #12-3【HD】
第12話「ダラって誰?」
▽18:30 #13-3【HD】
第13話「思いがけない来

客」
▽19:30 #14-3【HD】
第14話「探し物はどこ?」
▽20:30 #15-3【HD】

第15話「取り戻した記憶」
▽21:30 #16-3【HD】
第16話「もう逃げない」
▽22:30 #17-3【HD】
第17話「脱出」

＜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

00

JO1の星～JO1×NO1バトル～
JO1のCS初冠番組!第3の種目は「知力NO1」ﾊﾞﾄ

ﾙ!珍回答続出で誰が勝つのかｶｵｽ!
#5-2【HD】

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第12話「交錯する思惑」
#12-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-88【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#3-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第12話「反撃」 #12-1

【HD】 ＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-89【HD】 

20

配信休止

30PR 2020年12月 #14-90【HD】 

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第12話「交錯する思惑」
#12-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-91【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#3-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #82-1【HD】
第82話「頼もしい夫」
▽08:55 #83-1【HD】

第83話「隠していた過去」
▽09:30 #84-1【HD】
第84話「煙たい存在」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-92【HD】 

20

韓国ドラマ『ドラマステー
ジ2017』日本語字幕版(全10
話) 第8話「我が家はおいし
い、みそチゲはおいしい」 

＜出演＞
ユ・ウンミ、イ・チョニ、
ミョン・セビン #8-1【HD】 
30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #10-5【HD】 

00
配信休止

00

『ワンピース』空島・黄金の鐘編
▽16:00 #2-3【HD】

第175話「生存率0%!! チョッパーVS神
官オーム」

▽16:30 #3-3【HD】
第176話 「“巨大豆蔓"を登れ!! 上層

遺跡の死闘」

30
配信休止

30

韓国ドラマ『仮面の秘密』
本語字幕版(全20話)

▽17:30 #18-3【HD】
第18話「証拠の動画」
▽18:30 #19-3【HD】
第19話「愛する人のため

に」
▽19:25 #20-3【HD】
第20話「過去との決別」

＜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)

50

配信休止

00純喫茶に恋をして(10分だけver.) #11-4【HD】 

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第13話「見えない組織」
#13-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-94【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#4-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第13話「誤解」 #13-1

【HD】 ＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-95【HD】 

30

『医龍』（全11話）

▽27:40 #1-3【HD】
第1話「神の手を持つ男」
▽28:40 #2-3【HD】

第2話「神の手と悪魔の薬」
＜出演＞

坂口憲二/稲森いずみ/小池徹平/
北村一輝/阿部サダヲ/佐々木蔵
之介/夏木マリ/岸部一徳 ほか

00
『おトクな時間』

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
テイクアウトスペシャル

#72-30【HD】

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #99-1【HD】 

10

韓国ドラマ『金持ちの息子』
日本語字幕版(全50話)

▽07:00 #1-2【HD】
第1話「予期せぬ再会」
▽08:05 #2-2【HD】
第2話「別れのとき」

＜出演＞
キム・ジフン、キム・ジュヒョ
ン、イ・ギュハン、ホン・ス
ヒョン、イ・チャンヨプ ほか

30

配信休止

50
純喫茶に恋をして

～大森・ルアン #14-1【HD】 
00PR 2020年12月 #14-96【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)

11:00 #61-2【HD】
第61話「それぞれの怒り」 
11:30 #62-2【HD】

第62話「離婚宣言」 12:00 
#63-2【HD】

第63話「2人で家を出る」 
12:30 #64-2【HD】
第64話「ミノの決心」 
13:00 #65-2【HD】

第65話「ファン家の婿養
子」 13:30 #66-2【HD】
第66話「配達の途中で」 
14:00 #67-2【HD】

第67話「人は変わる?」 
14:30 #68-2【HD】

第68話「パク家に招かれた
ドンジュ」 15:00 #69-2

【HD】
第69話「過去への思い」 
15:30 #70-2【HD】

第70話「胸の内」 16:00 
#71-2【HD】

第71話「和解の一歩」 
16:30 #72-2【HD】

第72話「嫉妬は恋の始ま
り」 17:00 #73-2【HD】
第73話「姉妹の冷戦」 
17:30 #74-2【HD】

第74話「カフェの危機」 
18:00 #75-2【HD】

第75話「突然の悲しみ」 
18:30 #76-2【HD】

第76話「クムビョルの居場
所」 19:00 #77-2【HD】
第77話「不意打ちのキス」 
19:27 #78-2【HD】

第78話「白磁を割ったのは
誰?」 19:55 #79-2【HD】
第79話「ジホの証言」 
20:22 #80-2【HD】

第80話「だました理由」 
＜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

00

キミは=LOVEを愛せる
か!

過去2回分の放送に未
公開映像をプラスした
ディレクターズカット

完全版！
さらに番組内で重大発

表アリ！！
#3-2【HD】

00

キミは=LOVEを愛せるか!!
指原莉乃ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽで注目を集める「ｲｺ
ﾗﾌﾞ」こと「＝LOVE」の初の冠「王道ｱ
ｲﾄﾞﾙ」ﾊﾞﾗｴﾃｨ番組がﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ!ｽﾀｼﾞｵﾗｲ
ﾌﾞでは「青春"ｻﾌﾞﾘﾐﾅﾙ"」とｸﾘｽﾏｽらし

いあの曲をﾌﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝで披露!
#1-1【HD】

40

韓国ドラマ『バベル
～愛と復讐の螺旋
～』日本語字幕版
(全16話)  24:00 #3
-2【HD】 第3話「不
信」 25:10 #4-2
【HD】 第4話「憎
悪」 26:20 #5-2
【HD】 第5話「混
沌」 27:30 #6-2
【HD】 第6話「覚
醒」  ＜出演＞
パク・シフ、チャ
ン・ヒジン、キム・
ジフン、キム・へス
ク、チャン・シニョ

ン 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 #111-17【HD】 

00
『おトクな時間』

15

韓国ドラマ『油っこい
ロマンス』日本語字幕
版(全19話)  06:00 
#17-3【HD】 第17話
「新シェフ誕生」 

07:05 #18-3【HD】 第
18話「私だけを見て」 
08:10 #19-3【HD】 第
19話「愛は熱く熱した
鍋のように」  ＜出演

＞
ジュノ（２PM）、チャ
ン・ヒョク、チョン・
リョウォン ほか

20

韓国ドラマ『金持ちの息子』日本語字
幕版(全50話)

第3話「それぞれの思い」
#3-1【HD】
＜出演＞

キム・ジフン、キム・ジュヒョン、
イ・ギュハン、ホン・スヒョン、イ・

チャンヨプ ほか
30純喫茶に恋をして(10分だけver.) #3-74【HD】 

50 配信休止
00PR 2020年12月 #14-99【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)

11:00 #81-2【HD】
第81話「傷心」
11:30 #82-2【HD】

第82話「ドンジュの正体」
12:00 #83-2【HD】
第83話「切ない2人」
12:30 #84-2【HD】
第84話「会いたくて」
13:00 #85-2【HD】
第85話「絶対反対」
13:30 #86-2【HD】

第86話「海辺での約束」
14:00 #87-2【HD】
第87話「消えたジネ」
14:30 #88-2【HD】
第88話「秘密の部屋」
15:00 #89-2【HD】

第89話「チェ家の悲劇」
15:30 #90-2【HD】
第90話「祈り」
16:00 #91-2【HD】
第91話「一大決心」
16:30 #92-2【HD】
第92話「戻った笑顔」
17:00 #93-2【HD】

第93話「空港での別れ」
17:30 #94-2【HD】

第94話「生きる時も死ぬ時
も」

18:00 #95-2【HD】
第95話「結婚します」
18:30 #96-2【HD】
第96話「浮気発覚?」
19:00 #97-2【HD】

第97話「修惺斎の行方」
19:25 #98-2【HD】
第98話「仲直りの涙」
19:55 #99-2【HD】

第99話「バトルの終結」
20:23 #100-2【HD】

第100話「心の中の修惺斎」

＜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

00

配信休止

30

韓国ドラマ
『左利きの妻』

日本語字幕版(全103
話)

▽24:00 #37-2【HD】
▽24:36 #38-2【HD】
▽25:12 #39-2【HD】
▽25:49 #40-2【HD】
▽26:26 #41-2【HD】
▽27:03 #42-2【HD】
▽27:40 #43-2【HD】
▽28:17 #44-2【HD】
▽28:54 #45-2【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

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第13話「見えない組織」
#13-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-102【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#4-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #85-1【HD】
第85話「家に来ないで」
▽08:55 #86-1【HD】

第86話「居候なんかじゃない」
▽09:30 #87-1【HD】
第87話「母への手紙」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、

パク・ジュンヒョク ほか

50

純喫茶に恋をして  10:10 #1-34
【HD】 ～神保町・さぼうる 
10:30 #2-34【HD】 ～阿佐ヶ

谷・gion 
00PR 2020年12月 #14-104【HD】 

30

配信休止

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「キャラクター制作で撮れ高足りてます

か？」後半戦!ﾒﾝﾊﾞｰそれぞれが考えたｷｬﾗや公
式番組ｷｬﾗの原案が遂に完成! #113-1【HD】 

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第14話「宣戦布告」
#14-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-105【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#5-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第14話「逆流」 #14-1

【HD】 ＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-106【HD】 

30

『医龍』（全11話）

▽27:40 #3-3【HD】
第3話「娘の心臓を守れ」
▽28:35 #4-3【HD】

第4話「教授が患者を殺す」
＜出演＞

坂口憲二/稲森いずみ/小池徹平/
北村一輝/阿部サダヲ/佐々木蔵
之介/夏木マリ/岸部一徳 ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第14話「宣戦布告」
#14-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-107【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#5-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #88-1【HD】
第88話「誰の仕業?」
▽08:55 #89-1【HD】

第89話「思いがけない犯人」
▽09:30 #90-1【HD】

第90話「膨れ上がる嫉妬心」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

純喫茶に恋をして  10:10 #3-36
【HD】 ～上野・丘 10:30 #4-31
【HD】 ～五反田・トゥジュール 

デビュテ 
00PR 2020年12月 #14-108【HD】 

00

配信休止

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第15話「合併の行方」
#15-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-109【HD】 

25

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#6-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐の螺旋
～』日本語字幕版(全16話)

第15話「憤怒」
#15-1【HD】
＜出演＞

パク・シフ、チャン・ヒジン、キム・
ジフン、キム・へスク、チャン・シ

ニョン ほか
40PR 2020年12月 #14-110【HD】 

30

『医龍』（全11話）

▽27:40 #5-3【HD】
第5話「バチスタ手術開始」
▽28:35 #6-3【HD】

第6話「バチスタ手術急転」
＜出演＞

坂口憲二/稲森いずみ/小池徹平/
北村一輝/阿部サダヲ/佐々木蔵
之介/夏木マリ/岸部一徳 ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)
第15話「合併の行方」
#15-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-111【HD】 

25

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#6-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:25 #91-1【HD】
第91話「晴れの舞台」
▽09:00 #92-1【HD】
第92話「敵は近くに」
▽09:35 #93-1【HD】
第93話「母親なのに」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、

パク・ジュンヒョク ほか

50

純喫茶に恋をして  10:10 #5-29
【HD】 ～向島・カド 10:30 #6-
29【HD】 ～秋葉原・フルーフ・

デゥ・セゾン 
00PR 2020年12月 #14-112【HD】 

00

配信休止

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第16話「揺るがない信念」
#16-1【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-114【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#7-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

30

韓国ドラマ『バベル～愛と復讐
の螺旋～』日本語字幕版(全16
話) 第16話「審判」 #16-1

【HD】 ＜出演＞
パク・シフ、チャン・ヒジン、
キム・ジフン、キム・へスク、
チャン・シニョン ほか

40PR 2020年12月 #14-115【HD】 

30

『医龍』（全11話）

▽27:40 #7-3【HD】
第7話「絶対許せない男」
▽28:35 #8-3【HD】

第8話「奇跡を起こす医師」
＜出演＞

坂口憲二/稲森いずみ/小池徹平/
北村一輝/阿部サダヲ/佐々木蔵
之介/夏木マリ/岸部一徳 ほか

00
『おトクな時間』

00

韓国ドラマ『ザ・バンカー』日
本語字幕版(全16話)

第16話「揺るがない信念」
#16-2【HD】 ＜出演＞

キム・サンジュン、チェ・シ
ラ、ユ・ドングン ほか

10PR 2020年12月 #14-116【HD】 

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#7-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #94-1【HD】
第94話「苦しめてあげる」
▽08:55 #95-1【HD】
第95話「娘の復讐」
▽09:30 #96-1【HD】
第96話「消せない過去」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

純喫茶に恋をして  10:10 #7-26
【HD】 ～本郷・金魚坂 10:30 
#8-23【HD】 ～平井・ワンモア 

00PR 2020年12月 #14-118【HD】 

00

配信休止

20

韓国ドラマ『想像ネコ～僕と
ポッキルと彼女の話～』日本語
字幕版(全8話)  24:00 #1-1
【HD】 24:40 #2-1【HD】  ＜出

演＞
ユ・スンホ、ハン・イェリ
（ポッキル声の出演）、チョ・

ヘジョン ほか

30

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#8-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

20

『ザ・ノンフィクション』
母さん 帰ってきてほしいん
だ ～フィリピンパブ嬢の母
とボク～ #141-3【HD】 

40
純喫茶に恋をして ～神保町・さ

ぼうる #1-35【HD】 

30

『医龍』（全11話）

▽27:40 #9-3【HD】
第9話「バチスタ手術断念」
▽28:35 #10-3【HD】

第10話「この命は必ず守る」
＜出演＞

坂口憲二/稲森いずみ/小池徹平/
北村一輝/阿部サダヲ/佐々木蔵
之介/夏木マリ/岸部一徳 ほか

00
『おトクな時間』

15

韓国ドラマ『想像ネコ～僕とポッキル
と彼女の話～』日本語字幕版(全8話)

06:00 #1-2【HD】
06:35 #2-2【HD】

＜出演＞
ユ・スンホ、ハン・イェリ（ポッキル
声の出演）、チョ・ヘジョン ほか

25

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#8-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネー
ション』日本語字幕版(全124話)

08:25 #97-1【HD】 第97話「止
まらない悪事」 09:00 #98-1
【HD】 第98話「防腐剤騒動の黒
幕」 09:35 #99-1【HD】 第99話
「二度目の絶縁」  ＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレッ
クス、パク・ジュンヒョク

ほか

50

純喫茶に恋をして  10:10 #9-17
【HD】 ～西荻窪・ダンテ 10:30 
#10-13【HD】 ～蔵前・らい 

00PR 2020年12月 #14-120【HD】 

00

配信休止

20

韓国ドラマ『想像ネコ～僕と
ポッキルと彼女の話～』日本語
字幕版(全8話)  24:00 #3-1

【HD】 24:40 #4-1【HD】  ＜出
演＞

ユ・スンホ、ハン・イェリ
（ポッキル声の出演）、チョ・

ヘジョン ほか

30

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#9-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

20

『ザ・ノンフィクション』
輝きたくて・・・ ～人生を

変えたい私～
#142-3【HD】

40
純喫茶に恋をして

～阿佐ヶ谷・gion #2-35【HD】 

40

『医龍』（全11話）
第11話「最後のカード!!新バチスタ手

術」
＜出演＞

坂口憲二/稲森いずみ/小池徹平/北村
一輝/阿部サダヲ/佐々木蔵之介/夏木
マリ/岸部一徳 ほか #11-3【HD】 

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 #107-22【HD】 

00
『おトクな時間』

30

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「羊サンライズ」
#73-25【HD】

00

『じゃじゃじゃじゃー
ン!』 #100-1【HD】 

10

韓国ドラマ『金持ちの息子』日
本語字幕版(全50話)

第3話「それぞれの思い」
#3-2【HD】 ＜出演＞

キム・ジフン、キム・ジュヒョ
ン、イ・ギュハン、ホン・ス
ヒョン、イ・チャンヨプ ほか

00

『ザ・ノンフィクション』
もつ焼き一生懸命!～麻布十

番…そして上海～
#147-2【HD】

10PR 2020年12月 #14-121【HD】 

30

ラーメンWalker TV2
元プロカメラマン、第二の人生は夢のラーメン店主!

上町『タナカ ロボ』 #268-18【HD】 

50

配信休止

00PR 2020年12月 #14-122【HD】 

00

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)

▽11:00 #1-3【HD】
▽12:10 #2-3【HD】
▽13:20 #3-3【HD】
▽14:30 #4-3【HD】
▽15:40 #5-3【HD】
▽16:50 #6-3【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

50

AAA FAN MEETING ARENA 
TOUR 2019 ～FAN FUN FAN～
ﾃﾞﾋﾞｭｰ15周年を迎え、2020
年いっぱいでの活動休止を
発表したAAAの2019年のﾌｧﾝｸ
ﾗﾌﾞ放送をﾃﾚﾋﾞ初放送！

#1-1【HD】

40

a-nation 2019 AAA 完全版
デビュー15周年を迎え、2020年いっぱ
いでの活動休止を発表したAAAの最後
となった2019年開催のa-naiton出演部
分を未放送部分も含め完全放送!

#1-1【HD】

40

AAA DOME TOUR 2019 +PLUS
最新ツアーの東京ドーム公
演を独占初放送！新曲「BAD 
LOVE」を含めた最新のAAAの
パフォーマンスはメンバー
全員がソロツアーを経て
培ったパワー全開！
#1-7【HD】

00
純喫茶に恋をして

～向島・カド #5-30【HD】 

30

JO1の星～JO1×NO1バトル～
JO1のCS初冠番組!「知力NO1」ﾊﾞﾄﾙ後半戦!ア
タマを使いまくった11人の中で遂に頭脳派NO1

ﾒﾝﾊﾞｰが決定する! #6-1【HD】 

00

Kiramuneカンパニー
L #56-1【HD】 

30

韓国ドラマ『バベル
～愛と復讐の螺旋
～』日本語字幕版
(全16話)

24:00 #7-2【HD】
第7話「迷宮」
25:06 #8-2【HD】
第8話「亀裂」
26:14 #9-2【HD】
第9話「出口」

27:22 #10-2【HD】
第10話「悪夢」
28:25 #11-2【HD】
第11話「波紋」

＜出演＞
パク・シフ、チャ
ン・ヒジン、キム・
ジフン、キム・へス
ク、チャン・シニョ

ン ほか

00
『おトクな時間』

50

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)

06:00 #7-3【HD】
07:10 #8-3【HD】
08:15 #9-3【HD】
09:25 #10-3【HD】
10:30 #11-3【HD】
11:35 #12-3【HD】
12:40 #13-3【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

00

エビ中 秋麗と轡虫と音楽のこだ
ま 題して「ちゅうおん」2020 

再編集完全版
私立恵比寿中学が３回目となる
秋の野外ライブを開催。普段の
ライブとは趣を変え、全編バン
ドセットで楽曲の一部を再アレ
ンジ。印象が変わった楽曲を歌
唱力にも定評があるメンバーが
歌い上げる！さらにライブ直後
のメンバーインタビューも必

見！
#1-4【HD】

00

私立恵比寿中学 バ
ンドのみんなと大学

芸会2020
エビ中とニューガム
ラッド フジテレビ
TWO完全生中継
生 #1-1【HD】

30

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)

19:00 #14-3【HD】 
20:10 #15-3【HD】 
21:20 #16-3【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

00

ライオンズTV
～LIONS ONLINE 
FESTA 2020～
#1-1【HD】

30

韓国ドラマ『左利き
の妻』日本語字幕版

(全103話)

24:00 #46-2【HD】
24:34 #47-2【HD】
25:08 #48-2【HD】
25:44 #49-2【HD】
26:20 #50-2【HD】
27:00 #51-2【HD】
27:37 #52-2【HD】
28:15 #53-2【HD】
28:54 #54-2【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

00
『おトクな時間』

15

韓国ドラマ『想像ネコ～僕とポッキル
と彼女の話～』日本語字幕版(全8話)

06:00 #3-2【HD】
06:40 #4-2【HD】

＜出演＞
ユ・スンホ、ハン・イェリ（ポッキル
声の出演）、チョ・ヘジョン ほか

25

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#9-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネー
ション』日本語字幕版(全124話)

08:25 #100-1【HD】 第100話
「暴走する嫁」 09:00 #101-1
【HD】 第101話「窮地に陥った
会長」 09:35 #102-1【HD】 第
102話「ざんげの涙」  ＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレッ
クス、パク・ジュンヒョク

ほか

50

純喫茶に恋をして  10:10 #11-
11【HD】 ～吉祥寺・ウッドス
トック 10:30 #12-8【HD】 ～町

屋・はまゆう 
00PR 2020年12月 #14-124【HD】 

30

『BOSS』（全11話）

▽11:00 #1-6【HD】【字】
第1話「最強アラフォー女刑
事、ボスになる!」

▽12:00 #2-6【HD】【字】
第2話「知りたい...好奇心

という罪」
▽12:50 #3-6【HD】【字】
第3話「女の敵は絶対に許さ

ない!」
▽13:40 #4-6【HD】【字】
第4話「悲しみの復讐者」
▽14:30 #5-6【HD】【字】
第5話「対決!悲しい復讐の

結末...」
▽15:20 #6-6【HD】【字】
第6話「天使?悪魔?天才少女

の罠」
▽16:10 #7-6【HD】【字】
第7話「女vs女の心理戦!」
▽17:00 #8-6【HD】【字】
第8話「悲しき銃声...消せ

ない過去」
▽17:50 #9-6【HD】【字】
第9話「誰にも言えない...

秘密の顔」
▽18:40 #10-6【HD】【字】
第10話「容疑者はボス?!最

後の事件」
▽19:30 #11-6【HD】【字】
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

00

『BOSS2』(全11話)

▽20:30 #1-5【HD】
第1話「～最強女刑事が帰ってき

た～」
▽21:30 #2-5【HD】

第2話「～絶対死なせない!～」
▽22:20 #3-5【HD】

第3話「～悲しき暴力の連鎖～」
▽23:10 #4-5【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

20

韓国ドラマ『想像ネコ～僕と
ポッキルと彼女の話～』日本語
字幕版(全8話)  24:00 #5-1

【HD】 24:40 #6-1【HD】  ＜出
演＞

ユ・スンホ、ハン・イェリ
（ポッキル声の出演）、チョ・

ヘジョン ほか

30

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#10-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

20

配信休止

30PR 2020年12月 #14-125【HD】 

30

『医龍2』(全11話)
第1話「復活!!チームドラゴ

ン!!」
＜出演＞

坂口憲二/内田有紀/小池徹
平/大塚寧々/阿部サダヲ/水
川あさみ/北村一輝/佐々木
蔵之介/夏木マリ/岸部一徳

ほか
#1-3【HD】

00
『おトクな時間』

10

韓国ドラマ『想像ネコ～僕とポッキル
と彼女の話～』日本語字幕版(全8話)

06:00 #5-2【HD】 06:35 #6-2【HD】 
＜出演＞

ユ・スンホ、ハン・イェリ（ポッキル
声の出演）、チョ・ヘジョン ほか

20

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#10-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネーション』
日本語字幕版(全124話)

▽08:20 #103-1【HD】
第103話「新しい会長代理」
▽08:55 #104-1【HD】
第104話「絶体絶命」
▽09:30 #105-1【HD】
第105話「悪魔の顔」

＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレックス、
パク・ジュンヒョク ほか

50

純喫茶に恋をして
▽10:10 #13-3【HD】
▽10:30 #14-2【HD】

00PR 2020年12月 #14-126【HD】 

00

『BOSS2』(全11話)

▽11:00 #5-5【HD】
第5話「～節約殺人レシピ

～」
▽11:50 #6-5【HD】

第6話「～消えた銀行強盗
～」

▽12:40 #7-5【HD】
第7話「～かなりヤバい事件

～」
▽13:30 #8-5【HD】

第8話「～美しすぎる死体…
～」

▽14:20 #9-5【HD】
第9話「～最強の殺人者現る

～」
▽15:10 #10-5【HD】

第10話「～動き出す陰謀…
～」

▽16:00 #11-5【HD】
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

40

配信休止

00
純喫茶に恋をして

～町屋・はまゆう #12-9【HD】 

00

ザ・スター 西城秀樹 ～人
生の四季～

▽19:00 #1-4【HD】
【No.1春】

▽19:30 #2-4【HD】
【No.2夏】

▽20:00 #3-4【HD】
【No.3秋】

▽20:30 #4-4【HD】
【No.4冬】

20

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

21:00 #1-3【HD】 1976年5/10放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
岩崎宏美／石川さゆり／内藤やす子／小柳ル
ミ子／安倍律子／千昌夫／沢田研二 21:50 #2

-3【HD】 1976年10/25放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
岩崎宏美／アトリエ／小柳ルミ子／いぬいゆ
み／野口五郎／沢田研二 22:40 #3-3【HD】 

1976年11/15放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
五木ひろし／アイ・ジョージ／梓みちよ／
キャンディーズ／テレサ・テン／西城秀樹／

都はるみ／小林旭 

30PR 2020年12月 #14-127【HD】 

00

超特急の撮れ高足りてますか?
「キャラクター制作で撮れ高足りてます

か？」後半戦!ﾒﾝﾊﾞｰそれぞれが考えたｷｬﾗや公
式番組ｷｬﾗの原案が遂に完成! #113-2【HD】 

20

韓国ドラマ『想像ネコ～僕と
ポッキルと彼女の話～』日本語
字幕版(全8話)  24:00 #7-1
【HD】 24:40 #8-1【HD】  ＜出

演＞
ユ・スンホ、ハン・イェリ

（ポッキル声の出演）、チョ・
ヘジョン ほか

30

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#11-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

20

配信休止

40
純喫茶に恋をして

～上野・丘 #3-37【HD】 

30

『医龍2』(全11話)

▽27:40 #2-3【HD】【字】
第2話「捨てられる患者」
▽28:35 #3-3【HD】【字】
第3話「その手術は失敗する」

＜出演＞
坂口憲二/内田有紀/小池徹平/大塚
寧々/阿部サダヲ/水川あさみ/北村一
輝/佐々木蔵之介/夏木マリ/岸部一徳

ほか

00
『おトクな時間』

15

韓国ドラマ『想像ネコ～僕とポッキル
と彼女の話～』日本語字幕版(全8話)

06:00 #7-2【HD】
06:35 #8-2【HD】

＜出演＞
ユ・スンホ、ハン・イェリ（ポッキル
声の出演）、チョ・ヘジョン ほか

25

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#11-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

10

韓国ドラマ『真紅のカーネー
ション』日本語字幕版(全124話)

08:25 #106-1【HD】 第106話
「暴露された秘密」 09:00 #107
-1【HD】 第107話「弟に託す思
い」 09:35 #108-1【HD】 第108
話「子との別れ」  ＜出演＞
イ・イネ、ウ・ヒジン、アレッ
クス、パク・ジュンヒョク

ほか

00

『ザ・ノンフィクション』
もう一度 お父さんに逢いたい～
ホストの僕とフィリピンパブ嬢

の母～
#146-2【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

11:00 #4-3【HD】 1977年3/14放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
沢田研二／内藤やす子／西城秀樹／三
木聖子／石川さゆり／森進一／桜田淳
子／キャンディーズ 11:52 #5-3
【HD】 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 12:44 #6-3【HD】 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 13:36 #7-3【HD】 

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 14:28 #8-3

【HD】 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 15:20 #9-3

【HD】 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 16:12 #10-3【HD】 

1978年6/5放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
岩崎宏美／渥美二郎／庄野真代／津和
のり子／逢川まもる／布施明／由紀さ
おり 17:04 #11-3【HD】 1978年7/3放

送
西城秀樹

井上順／芳村真理
野口五郎／いしだあゆみ／庄野真代／
石川ひとみ／南沙織／沢田研二／加藤
登紀子 17:56 #12-3【HD】 1978年

11/6放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
大橋純子／高田みづえ／五木ひろし／
研ナオコ／八代亜紀／沢田研二／島倉
千代子 18:48 #13-3【HD】 1978年

12/4放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
ツイスト／高田みづえ／郷ひろみ／庄
野真代／森昌子／越美晴／布施明／青
木功（プロゴルファー） 19:40 #14-3

【HD】 1979年1/1放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
内山田洋とクールファイブ／中原理恵
／森進一／能瀬慶子／レイジー／小柳
ルミ子／五木ひろし／大橋純子 20:30 
#15-3【HD】 1979年2/12放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

髙田みづえ／あおい輝彦／渥美二郎／
庄野真代／大橋純子／太田裕美／ツイ
スト 21:20 #16-2【HD】 1979年4/9放

送
西城秀樹

井上順／芳村真理
石野真子／狩人／夏木マリ／アリス／
都はるみ／内藤やす子／郷ひろみ 
22:10 #17-2【HD】 1979年5/7放送

西城秀樹
井上順／芳村真理

アグネス・チャン／石野真子／大橋純
子／能瀬慶子／カラパナ／ツイスト／
野口五郎 23:00 #18-1【HD】 1979年

6/18放送
西城秀樹

井上順／芳村真理
石野真子／五木ひろし／岩崎宏美／小
林幸子／小柳ルミ子／テイスト・オ
ブ・ハニー／ＳＨＯＴ・ＧＵＮ 

00PR 2020年12月 #14-128【HD】 

20

韓国ドラマ『マカロンに甘い
KISSを添えて～男女別 恋愛の捉
え方～』日本語字幕版(全1話)

#1-1【HD】
＜出演＞

チャンソン（2PM）、チャン・ソ
ギョン、ファン・ソヒ、クォ

ン・ヒ ほか

30

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#12-1【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

20

『ザ・ノンフィクション』
一人で生きていても・・・
～女60代シェアハウス始め
ました～ #145-3【HD】 

40
純喫茶に恋をして ～五反田・トゥ
ジュール デビュテ #4-32【HD】 

30

『医龍2』(全11話)

▽27:40 #4-3【HD】【字】
第4話「絶対殺せない患者」
▽28:35 #5-3【HD】【字】

第5話「決行!!運命の無輸血手術」
＜出演＞

坂口憲二/内田有紀/小池徹平/大塚
寧々/阿部サダヲ/水川あさみ/北村一
輝/佐々木蔵之介/夏木マリ/岸部一徳

ほか

00
『おトクな時間』

20

韓国ドラマ『マカロンに甘い
KISSを添えて～男女別 恋愛の捉
え方～』日本語字幕版(全1話)

#1-2【HD】
＜出演＞

チャンソン（2PM）、チャン・ソ
ギョン、ファン・ソヒ、クォ

ン・ヒ ほか

30

韓国ドラマ『ウォッチャー～不
正捜査官たちの真実～』日本語

字幕版(全16話)
#12-2【HD】
＜出演＞

ハン・ソッキュ、ソ・ガンジュ
ン、キム・ヒョンジュ ほか

00

寺門ジモンの肉専門チャンネル
「挽肉と米」
#76-17【HD】

00

『ワンピース』マリン
フォード編  09:00 #1-4
【HD】 第459話「決戦の刻
迫る!海軍最強の布陣完
成!」 09:30 #2-4【HD】 第
460話「巨大艦隊あらわる 
襲来!白ひげ海賊団」 10:00 
#3-4【HD】 第461話「決戦
の幕開け!エースと白ひげの
過去」 10:30 #4-4【HD】 
第462話「世界を滅ぼす力!
グラグラの実の能力」 
11:00 #5-4【HD】 第463話
「すべてを焼き尽くす!!大
将赤犬の能力」 11:30 #6-4
【HD】 第464話「魔人の子
孫!リトルオーズJr.驀進!」 
12:00 #7-4【HD】 第465話
「勝者だけが正義 発動!セ
ンゴクの作戦!」 12:30 #8-
4【HD】 第466 話「麦わら
チーム到着 風雲急を告げる
戦場」 13:00 #9-4【HD】 
第467話「死んでも助ける 
ルフィVS海軍戦闘開始」 
13:30 #10-4【HD】 第468話
「激戦の連続!能力者軍団VS
能力者軍団」 14:00 #11-4
【HD】 第469話「くまに起
きた異変 イワさん怒りの一
撃」 14:30 #12-4【HD】 第
470話「剣豪ミホーク ル
フィに迫る黒刀の斬撃」 
15:00 #13-4【HD】 第471話
「殲滅作戦始動 パシフィス
タ軍団の威力」 15:30 #14-
4【HD】 第472話「赤犬の謀
略!おとしいれられた白ひ

げ」 

00

私立恵比寿中学 バ
ンドのみんなと大学

芸会2020
エビ中とニューガム

ラッド
#1-2【HD】

00

配信休止

30

クレイジーケンバン
ド ビルボードライ
ブ横浜のクレイジー

ケンバンド
生 #1-1【HD】

30

『ワンピース』マリンフォード
編

24:30 #15-4【HD】 第473話「包
囲壁作動!白ひげ海賊団絶体絶
命!!」 25:00 #16-4【HD】 第
474話「処刑執行指令下る 包囲
壁を突破せよ!」 25:30 #17-4
【HD】 第475話「最終局面突入!
白ひげ起死回生の一手」 26:00 
#18-4【HD】 第476話「ルフィ力
尽く!オリス広場の総力戦!!」 
26:30 #19-4【HD】 第477話「命
を削る力 テンション・ホルモン
再び」 27:00 #20-4【HD】 第
478話「約束のために!!激突!ル
フィとコビー」 27:30 #21-4
【HD】 第479話「処刑台目前!開
かれたエースへの道!!」 28:00 
#22-4【HD】 第480話「それぞれ
の選んだ道 ルフィVSガープ!」 
28:30 #23-4【HD】 第481話

「エース救出!白ひげ最後の船長
命令!」 29:00 #24-4【HD】 第
482話「火をも焼き尽くす能力 

赤犬非情の追撃」 

00
『おトクな時間』

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2020/11/30 18:07

（2／2）

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。


