
5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #23 7:00 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #28 5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #24

5:55 開運！子ネコくじ #14 7:25 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 5:55 開運！子ネコくじ #14

6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #4 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #5

7:25 開運！子ネコくじ #14 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #52 7:25 開運！子ネコくじ #14

7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #51 9:30 韓国ドラマ「王になった男」 #15 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #53

9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #13 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「王になった男」 #14 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #2 9:30 韓国ドラマ「王になった男」 #16

11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #12 15:30 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #14 11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #14

13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #1 17:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #50 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #3

15:30 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #13 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #15

17:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #49 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #37 17:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #51

19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #35 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #38 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #39

20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #36 22:00 韓国ドラマ「王になった男」 #14 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #40

※外国語放送は字幕放送です。 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #8 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ

※お役立ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。 22:00 韓国ドラマ「王になった男」 #13 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #54 22:00 韓国ドラマ「王になった男」 #15

0:00 放送休止（7時間） 2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #27 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #9

3:25 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #55

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #3 2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #28

3:25 開運！子ネコくじ #14

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #4

5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #25 5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #26 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #7-#8 5:00 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #23

5:55 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #14 7:00 お役立ち生活情報・お知らせ 6:00 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #24

6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #6 6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #7 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:00 お役立ち生活情報・お知らせ

7:25 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #14 8:00 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #10 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ

7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #11 8:00 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #13

8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #54 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #55 11:00 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #12 9:30 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #14

9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 12:30 お役立ち生活情報・お知らせ 11:00 お役立ち生活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #6 9:30 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #7 13:00 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #25 11:30 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #27

11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #15 11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #16 14:30 お役立ち生活情報・お知らせ 13:00 お役立ち生活情報・お知らせ

13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #4 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #5 15:00 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #28

15:30 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #16 15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #1 15:30 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #26 15:00 お役立ち生活情報・お知らせ

17:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #43 17:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #44 17:00 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 お役立ち生活情報・お知らせ

19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 お役立ち生活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか？」 #45

19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #41 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #43 18:00 韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか？」 #43 18:00 韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか？」 #46

20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか？」 #44 20:00 韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか？」 #47

20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #42 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #44 22:00 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #51

21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 22:30 韓国映画「王様の事件手帖」 22:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #52

22:00 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #4 22:00 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #5 0:40 韓国映画「スウィンダラーズ」 23:30 お役立ち生活情報・お知らせ

0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #10 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #11 2:50 韓国映画「ゴールデンスランバー」 0:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #53

1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #56 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #57 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 0:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #54

2:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #38 2:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #39 1:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #55

3:25 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #14 2:15 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #45

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #5 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #6 3:05 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #46

3:55 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #47

4:45 お役立ち生活情報・お知らせ

　　　　

2021/2/1（月） 2021/2/2（火） 2021/2/3（水）

2021/2/4（木） 2021/2/5（金） 2021/2/6（土） 2021/2/7（日）

2月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表

公式Twitter
番組情報をお届け♪

IU&ヨ・ジング共演作！1000
年を生きる女性社長と超エ
リート青年のファンタジーホ
ラーロマンス！

★2/9（火）22:00～ 放送

©STUDIO DRAGON CORPORATION

「一緒に暮らしませんか？」の
イ・サンウとハン・ジへが再共
演！甘く切ないヒューマンラブ
ストーリー！

★2/8（月）9:30～ スタート
©2019MBC

韓国ドラマ「ホテルデルーナ～月明かりの恋人～」
1話先行放送 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」



5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #27 5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #28 5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #29

5:55 開運！子ネコくじ #14 5:55 新作ステーション ～「バッド・ジーニアス 危険な天才たち」 5:55 開運！子ネコくじ #14

6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #8 6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #9 6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #10

7:25 開運！子ネコくじ #14 7:25 新作ステーション ～「バッド・ジーニアス 危険な天才たち」 7:25 開運！子ネコくじ #14

7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #56 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #57 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #58

9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #1 9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #2 9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #3

11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #17 11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #18 11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #19

13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #6 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #7 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #8

15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #2 15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #3 15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #4

17:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #52 17:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #53 17:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #54

19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #45 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #47 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #49

20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #46 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #48 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #50
※外国語放送は字幕放送です。 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ
※お役立ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。 22:00 韓国ドラマ「王になった男」 #16 22:00 韓国ドラマ「ホテルデルーナ～月明かりの恋人～」第1話先行放送 22:00 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #1

0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #12 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #13 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #14

1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #58 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #59 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #60

2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #29 2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #30 2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #31

3:25 開運！子ネコくじ #14 3:25 新作ステーション ～「バッド・ジーニアス 危険な天才たち」 3:25 開運！子ネコくじ #14

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #7 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #8 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #9

5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #30 5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #31 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #9-#10 5:00 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #25

5:55 新作ステーション ～「バッド・ジーニアス 危険な天才たち」 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #14 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 6:00 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #26

6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #11 6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #12 8:00 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #15 7:00 お役立ち生活情報・お知らせ

7:25 新作ステーション ～「バッド・ジーニアス 危険な天才たち」 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #14 9:30 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #16 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ

7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 11:00 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #17 8:00 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #18

8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #59 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #60 12:30 お役立ち生活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #19

9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 13:00 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #27 11:00 お役立ち生活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #8 9:30 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #9 14:30 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #29

11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #20 11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #21 15:00 お役立ち生活情報・お知らせ 13:00 お役立ち生活情報・お知らせ

13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #9 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #10 15:30 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #28 13:30 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #30

15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #5 15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #6 17:00 お役立ち生活情報・お知らせ 15:00 お役立ち生活情報・お知らせ

17:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #45 17:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #46 17:30 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 お役立ち生活情報・お知らせ

19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか？」 #48 16:00 韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか？」 #50

19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #51 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #53 20:00 韓国ドラマ「一緒に暮らしませんか？」 #49 18:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #1

20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #2

20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #52 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #54 22:30 タイ映画「バッド・ジーニアス 危険な天才たち」 22:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #56

21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 0:55 韓国映画「ゴールデンスランバー」 22:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #57

22:00 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #6 22:00 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #7 3:00 韓国映画「私のセックスレポート」 23:30 お役立ち生活情報・お知らせ

0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #15 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #16 0:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #58

1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #61 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #62 0:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #59

2:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #40 2:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #41 1:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #60

3:25 新作ステーション ～「バッド・ジーニアス 危険な天才たち」 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #14 2:15 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #48

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #10 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #11 3:05 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #49

3:55 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #50

4:45 お役立ち生活情報・お知らせ

　　　　

2021/2/8（月） 2021/2/9（火） 2021/2/10（水）

2021/2/11（木） 2021/2/12（金） 2021/2/13（土） 2021/2/14（日）

2月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表

公式Twitter
番組情報をお届け♪

冷たくて、優しい、不思議な
彼との三角関係！ヒョンビン
×ハン・ジミン主演で贈る極
上ラブコメディ！

★2/18（木）11:30～スタート

©SBS, ©HE&M

「君の結婚式」パク・ボヨン
×「パラサイト 半地下の家
族」パク・ソダム共演！耽美
サスペンスホラー！

★2/20（土）22:30～放送

© 2015 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights 
Reserved.

韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私
～Hyde, Jekyll, Me～」 韓国映画「京城学校：消えた少女たち」



5:00 中国ドラマ「春花秋月（しゅんかしゅうげつ）～初恋は時をこえて～」 #32 5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #1 5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #2

5:55 開運！子ネコくじ #15 5:55 新作ステーション ～「京城学校：消えた少女たち」 5:55 開運！子ネコくじ #15

6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #13 6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #14 6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #15

7:25 開運！子ネコくじ #15 7:25 新作ステーション ～「京城学校：消えた少女たち」 7:25 開運！子ネコくじ #15

7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #61 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #62 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #63

9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #4 9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #5 9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #6

11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #22 11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #23 11:30 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #24

13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #11 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #12 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #13

15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #7 15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #8 15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #9

17:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #55 17:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #56 17:30 台湾ドラマ「赤い風船」 #1

19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #55 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #57 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #59

20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #56 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #58 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #60
※外国語放送は字幕放送です。 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ
※お役立ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。 22:00 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #2 22:00 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #3 22:00 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #4

0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #17 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #18 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #19

1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #63 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #64 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #65

2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #32 2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #33 2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #34

3:25 開運！子ネコくじ #15 3:25 新作ステーション ～「京城学校：消えた少女たち」 3:25 開運！子ネコくじ #15

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #12 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #13 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #14

5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #3 5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #4 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #11-#12 5:00 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #27

5:55 新作ステーション ～「京城学校：消えた少女たち」 6:00 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #1 7:00 お役立ち生活情報・お知らせ 6:00 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #28

6:00 韓国ドラマ「ただひとつの愛」 #16 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #15 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:00 お役立ち生活情報・お知らせ

7:25 新作ステーション ～「京城学校：消えた少女たち」 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #20 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ

7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #65 9:30 韓国ドラマ「ホテルデルーナ～月明かりの恋人～」第1話先行放送 8:00 韓国ドラマ「王になった男」 #1

8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #64 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 11:00 韓国ドラマ「王になった男」制作日誌 9:30 韓国ドラマ「王になった男」 #2

9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #11 12:30 お役立ち生活情報・お知らせ 11:00 お役立ち生活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #10 11:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #2 13:00 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #29 11:30 韓国ドラマ「たった一人の私の味方」 #1

11:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #1 13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #15 14:30 お役立ち生活情報・お知らせ 13:00 お役立ち生活情報・お知らせ

13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #14 15:30 韓国ドラマ「私の人生の春の日」 #1 15:00 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「たった一人の私の味方」 #2

15:30 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #10 17:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #48 15:30 韓国ドラマ「逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-」 #30 15:00 お役立ち生活情報・お知らせ

17:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #47 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 17:00 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 お役立ち生活情報・お知らせ

19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #63 17:30 お役立ち生活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #5

19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #61 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #3 18:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #6

20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #64 20:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #4 20:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #7

20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #62 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #61

21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #9 22:30 韓国映画「京城学校：消えた少女たち」 22:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #62

22:00 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #8 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #21 0:25 韓国映画「1987、ある闘いの真実」 23:30 お役立ち生活情報・お知らせ

0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #20 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #67 2:50 韓国映画「スウィンダラーズ」 0:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #63

1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #66 2:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #43 0:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #64

2:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #42 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #15 1:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #65

3:25 新作ステーション ～「京城学校：消えた少女たち」 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #16 2:15 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #51

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #15 3:05 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #52

3:55 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #53

4:45 お役立ち生活情報・お知らせ

　　　　

2021/2/15（月） 2021/2/16（火） 2021/2/17（水）

2021/2/18（木） 2021/2/19（金） 2021/2/20（土） 2021/2/21（日）

2月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表

公式Twitter
番組情報をお届け♪

IU&ヨ・ジング共演作！1000
年を生きる女性社長と超エ
リート青年のファンタジーホ
ラーロマンス！

★2/9（火）22:00～ 放送

©STUDIO DRAGON CORPORATION

「一緒に暮らしませんか？」の
イ・サンウとハン・ジへが再共
演！甘く切ないヒューマンラブ
ストーリー！

★2/8（月）9:30～ スタート
©2019MBC

韓国ドラマ「ホテルデルーナ～月明かりの恋人～」
1話先行放送 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」



5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #5 5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #6 5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #7

5:55 開運！子ネコくじ #15 5:55 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 6:00 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #4

6:00 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #2 6:00 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #3 7:25 開運！子ネコくじ #15

7:25 開運！子ネコくじ #15 7:25 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ

7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #68

8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #66 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #67 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ

9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #9

9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #7 9:30 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #8 11:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #5

11:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #3 11:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #4 13:30 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #2

13:30 韓国ドラマ「THE K2～キミだけを守りたい～」 #16 13:30 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #1 15:30 韓国ドラマ「私の人生の春の日」 #4

15:30 韓国ドラマ「私の人生の春の日」 #2 15:30 韓国ドラマ「私の人生の春の日」 #3 17:30 「ソウルドラマアワード2018授与式 前編」

17:30 台湾ドラマ「赤い風船」 #2 17:30 台湾ドラマ「赤い風船」 #3 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ

19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #69

19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #65 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #67 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ

20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #70

20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #66 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #68 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ

※外国語放送は字幕放送です。 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #7

※お役立ち情報・お知らせの詳細な時間は番組表をご覧ください。 22:00 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #5 22:00 韓国ドラマ「黄金の庭～奪われた運命～」 #6 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #24

0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #22 0:00 韓国ドラマ「チャン・ヨンシル～朝鮮伝説の科学者～」 #23 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #70

1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #68 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #69 2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #37

2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #35 2:30 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #36 3:25 開運！子ネコくじ #15

3:25 開運！子ネコくじ #15 3:25 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #19

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #17 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #18

5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #8 5:00 タイドラマ「Until We Meet Again～運命の赤い糸～」 #9 5:00 タイドラマ「TharnType／ターン×タイプ」2話連続 #13 5:00 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #29

5:55 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #15 6:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 後編」 6:00 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #30

6:00 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #5 6:00 韓国ドラマ「私は道で芸能人を拾った」 #6 7:00 お役立ち生活情報・お知らせ 7:00 お役立ち生活情報・お知らせ

7:25 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #15 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ

7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 7:30 お役立ち生活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「王になった男」 #3 8:00 韓国ドラマ「王になった男」 #6

8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #69 8:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #70 9:30 韓国ドラマ「王になった男」 #4 9:30 韓国ドラマ「王になった男」 #7

9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報・お知らせ 11:00 韓国ドラマ「王になった男」 #5 11:00 お役立ち生活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #12 9:30 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #13 12:30 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「たった一人の私の味方」 #3

11:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #6 11:30 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #7 13:00 韓国ドラマ「たった一人の私の味方」 #1 13:00 お役立ち生活情報・お知らせ

13:30 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #3 13:30 韓国ドラマ「絶対彼氏。＜完全版＞」 #4 14:30 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「たった一人の私の味方」 #4

15:30 韓国ドラマ「私の人生の春の日」 #5 15:30 韓国ドラマ「私の人生の春の日」 #6 15:00 お役立ち生活情報・お知らせ 15:00 お役立ち生活情報・お知らせ

17:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #49 17:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #50 15:30 韓国ドラマ「たった一人の私の味方」 #2 15:30 お役立ち生活情報・お知らせ

19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報・お知らせ 17:00 お役立ち生活情報・お知らせ 16:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #10

19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #71 19:30 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #73 17:30 お役立ち生活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #11

20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 20:15 お役立ち生活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #8 20:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #12

20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #72 20:45 韓国ドラマ「波よ 波よ ～愛を奏でるハーモニー～」 #74 20:00 韓国ドラマ「星から来たあなた」 #9 22:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #66

21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 21:30 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 お役立ち生活情報・お知らせ 22:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #67

22:00 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #10 22:00 韓国ドラマ「ノクドゥ伝～花に降る月明り～」 #11 22:30 韓国映画「王様の事件手帖」 23:30 お役立ち生活情報・お知らせ

0:00 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #1 0:00 韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私 ～Hyde, Jekyll, Me～」 #2 0:40 韓国映画「京城学校：消えた少女たち」 0:00 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #68

1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #71 1:30 中国ドラマ「武則天-The Empress-」 #72 2:35 韓国映画「隠された時間」 0:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #69

2:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #44 2:30 中国ドラマ「花不棄〈カフキ〉－運命の姫と仮面の王子－」 #45 1:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #70

3:25 新作ステーション ～「王様の事件手帖」 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #15 2:15 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #54

3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #20 3:30 韓国ドラマ「大王の道」 #21 3:05 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #55

3:55 中国ドラマ「酔麗花～エターナル・ラブ～」 #56

4:45 お役立ち生活情報・お知らせ

　　　　

2021/2/22（月） 2021/2/23（火） 2021/2/24（水）

2021/2/25（木） 2021/2/26（金） 2021/2/27（土） 2021/2/28（日）

2月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表

公式Twitter
番組情報をお届け♪

冷たくて、優しい、不思議な
彼との三角関係！ヒョンビン
×ハン・ジミン主演で贈る極
上ラブコメディ！

★2/18（木）11:30～スタート

©SBS, ©HE&M

「君の結婚式」パク・ボヨン
×「パラサイト 半地下の家
族」パク・ソダム共演！耽美
サスペンスホラー！

★2/20（土）22:30～放送

© 2015 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights 
Reserved.

韓国ドラマ「ジキルとハイドに恋した私
～Hyde, Jekyll, Me～」 韓国映画「京城学校：消えた少女たち」
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