
5:00 中国ドラマ「陳情令」 #2

5:55 新作ステーション 〜「アンダードッグ ⼆⼈の男」

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #11

7:25 新作ステーション 〜「アンダードッグ ⼆⼈の男」

7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #98

9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #11

11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #17

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #37-#38

15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #15

17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #30

19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #57

20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #58

※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

※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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #9

0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #12

1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #40

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #9

3:25 新作ステーション 〜「アンダードッグ ⼆⼈の男」

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #5

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #4 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #7-#8 5:00 タイドラマ「Still 2gether」 #4

7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 5:55 新作ステーション 〜「君が描く光」 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 6:00 タイドラマ「Still 2gether」 #5

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #13 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

7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 7:25 新作ステーション 〜「君が描く光」 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #3 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 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #4 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #6

19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #100 11:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #5 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #7

20:15 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

21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #15 13:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」第1話先⾏放送 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #1-#2

22:00 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #13 11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #19 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

9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #14 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #41-#42 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #3-#4

19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #59 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #1 15:30 韓国ドラマ「今⽇もタンバリンを叩きます」【ドラマステージ＜tvN＞】 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #60 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #38 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

15:30 韓国ドラマ「サイコパス ダイアリー」 #16 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「⻘い海の伝説」 #17

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #6 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #61 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #15 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #18

8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #99 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #16 20:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #19

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #12 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #62 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #28

0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #13 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:30 韓国映画「君が描く光」 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #18 22:00 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #14 0:45 韓国映画「アンダードッグ ⼆⼈の男」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #29

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #39-#40 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #14 2:35 韓国映画「僕の中のあいつ」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #30

1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #41 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #42 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #96

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #3 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #32 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #97

2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #31 3:25 新作ステーション 〜「君が描く光」 2:45 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #98

17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #37 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #7 3:30 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #99

4:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #100

　　　　

2021/8/30（⽉） 2021/8/31（⽕） 2021/9/1（⽔）

2021/9/2（⽊） 2021/9/3（⽊） 2021/9/4（⼟） 2021/9/5（⽇）

9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♪

本当の家族の絆とは何か︖
実⼒派⼥優⼆⼈が描く究極の
感動作︕

★9/4（⼟）22:30〜放送

©ZIO Entertainment Corp.

韓国ドラマ「今⽇もタンバリンを叩きます」 韓国映画「君が描く光」

⾼スペックな契約社員が職場
で⽣き残るべくタンバリン塾
に通い始める︕︖

★9/4（⼟）15:30〜放送

©CJ E&M Corporation, all rights reserved



5:00 中国ドラマ「陳情令」 #5 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #6 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #7

5:55 新作ステーション 〜「君の⾹り」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 5:55 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #14 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #15 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #16

7:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」

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「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #101 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #102 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #103

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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #12 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #13 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #14

11:30 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #20 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #1 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #2

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #43-#44 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #45-#46 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #47-#48

15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #2 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #3 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #4

17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #31 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #32 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #33

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「カッコウの巣」 #63 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #65 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #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「カッコウの巣」 #64 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #66 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #68

※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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #10 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #11 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #12

0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #15 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #16 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #17

1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #43 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #44 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #45

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #10 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #11 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #12

3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #8 3:30 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #1 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #9

3:55 放送休⽌（5分）
4:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 前編」

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #8 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #9 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #9-#10 5:00 韓国映画「神と共に　第⼆章︓因と縁」

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 5:55 新作ステーション 〜「君の⾹り」 7:00 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

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #17 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #18 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #11

7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 7:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #8 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #12

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「ドクターズ〜恋する気持ち」 #9 11:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #104 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #105 11:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #10 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #5-#6

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 13:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #16 9:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」第1話先⾏放送 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #1-#2 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #7-#8

11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #3 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #4 14:30 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

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #49-#50 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #51-#52 15:00 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

15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #5 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #6 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #3-#4 16:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #2

17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #39 17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #40 17:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #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 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #4

19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #69 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #71 18:00 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #20 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #31

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「浪漫ドクター キム・サブ」 #1 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #70 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #72 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #32

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 中韓合作映画「君の⾹り」 0:20 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #33

22:00 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #15 22:00 韓国ドラマ「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #16 0:30 韓国映画「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #101

0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #18 0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #19 3:05 韓国映画「アンダードッグ ⼆⼈の男」 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #102

1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #46 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #47 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 2:45 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #103

2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #33 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #34 3:30 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #104

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #4 3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 4:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #105

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #10 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #11

　　　　

2021/9/6（⽉） 2021/9/7（⽕） 2021/9/8（⽔）

2021/9/9（⽊） 2021/9/10（⾦） 2021/9/11（⼟） 2021/9/12（⽇）

9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♪

パク・シフ＆キム・ソヨン主
演︕史上最強のセレブ検事の
スリリングで最⾼にキュート
なラブコメディ︕

★9/7（⽕）11:30〜スタート
©SBS

韓国ドラマ「検事プリンセス」 中韓合作映画「君の⾹り」

パク・シフが中国映画に初主
演︕運命に導かれた⼆⼈の国
境を越えたラブストーリー︕

★9/11（⼟）22:30〜放送

© 2014 FLYNG VISION FILM & TV MEDIA 
ADVERTISING (BEIJING) CO., LTD. All Rights 
Reserved



5:00 中国ドラマ「陳情令」 #10 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #11 7:00 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #2

5:55 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #19 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #20 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

7:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #108

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 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #106 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #107 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #1

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 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #7

9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #15 9:30 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #16 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #57-#58

11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #5 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #6 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #9

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #53-#54 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #55-#56 17:30 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編

15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #7 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #8 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #34 17:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #35 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #77

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 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #73 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #75 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #78

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 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #74 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #76 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #15

※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 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #1

※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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #13 22:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #14 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #49

0:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #20 0:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 前編」 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #14

1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #48 1:00 放送休⽌（6時間） 3:25 新作ステーション 〜「王の預⾔書」

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #13 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #13

3:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #12

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #12 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #13 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #11-#12 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #1

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 5:55 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 7:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #2

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #21 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #22 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 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #13 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「ドクターズ〜恋する気持ち」 #14 8:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #16

8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #109 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #110 11:00 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #15 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #17

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「⾵と雲と⾬」 #1 9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #2 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #5-#6 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #9-#10

11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #8 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #9 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「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #59-#60 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #61-#62 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #11-#12

15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #10 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #11 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #7-#8 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

17:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #41 17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #1 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「浪漫ドクター キム・サブ」 #7

19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #79 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #81 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #5 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #8

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「浪漫ドクター キム・サブ」 #6 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #9

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #80 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #82 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:00 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #34

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「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

22:00 韓国ドラマ「⽂集」【ドラマステージ＜tvN＞】 22:00 韓国ドラマ「時間切れ」【ドラマステージ＜tvN＞】 0:50 中国映画「バウンティ・ハンターズ」 23:25 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #35

0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #2 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #3 2:50 韓国映画「王の預⾔書」 0:20 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編

1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #50 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #51 4:50 東北の海の幸 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #106

2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #35 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #36 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #107

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 3:25 新作ステーション 〜「⾵⽔師 王の運命を決めた男」 2:45 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #108

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #14 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #15 3:30 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #109

1.1771 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #110

　　　　

2021/9/13（⽉） 2021/9/14（⽕） 2021/9/15（⽔）

2021/9/16（⽊） 2021/9/17（⾦） 2021/9/18（⼟） 2021/9/19（⽇）

9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♪

⼈気漫画原案︕クラシック⾳
楽の世界が舞台︕⼀流⾳楽ス
タッフが贈るロマンティック
な⻘春ドラマ︕

★9/17( ⾦) 17: 30〜スタート

©⼆ノ宮知⼦・講談社/ EE-Media Co., Ltd

中国ドラマ
「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」

パク・シフ「王⼥の男」以来
9年ぶりとなる時代劇主演
作︕王位争奪戦を圧倒的な映
像美で描く本格時代劇︕

★9/16(⽊) 9:30〜スタート

© 2020 TV Chosun

韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」



5:00 中国ドラマ「陳情令」 #14 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #15 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #16

5:55 新作ステーション 〜「君の⾹り」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 5:55 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #23 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #24 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #25

7:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」

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「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #111 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #112 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #113

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「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #2 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #3 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #4

11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #10 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #11 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #12

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #63-#64 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #65-#66 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #67-#68

15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #12 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #13 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #14

17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #1 17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #2 17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #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「カッコウの巣」 #83 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #85 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #87

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「カッコウの巣」 #84 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #86 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #88

※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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #16 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #1 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #2

0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #4 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #5 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #6

1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #52 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #53 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #54

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #15 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #16 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #17

3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼀章︓罪と罰」

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #16 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #17 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #18

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #17 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #18 5:00 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」2話連続 #13 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #3

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 5:55 新作ステーション 〜「君の⾹り」 6:00 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #4

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #26 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #27 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 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 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「ドクターズ〜恋する気持ち」 #18 8:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #1

8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #114 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #115 9:30 韓国ドラマ「ドクターズ〜恋する気持ち」 #19 8:45 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #2

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「ドクターズ〜恋する気持ち」 #20 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #3

9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #3 9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #4 12:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 10:15 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #4

11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #13 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #14 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #9-#10 11:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #69-#70 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #71-#72 14:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #13-#14

15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #15 15:30 韓国ドラマ「天気がよければ会いにゆきます」 #16 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

17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #2 17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #3 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #11-#12 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #15-#16

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 15:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #89 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #91 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

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「浪漫ドクター キム・サブ」 #10 16:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #12

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #90 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #92 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #11 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #13

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 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #14

22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #1 22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #2 22:30 韓国映画「神と共に　第⼀章︓罪と罰」 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #7 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #8 1:05 中韓合作映画「君の⾹り」 22:30 韓国映画「神と共に　第⼆章︓因と縁」

1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #55 1:30 中国ドラマ「酔麗花〜エターナル・ラブ〜」 #56 3:05 韓国映画「アンダードッグ ⼆⼈の男」 1:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #111

2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #37 2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #38 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 2:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #112

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 2:45 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #113

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #19 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #20 3:30 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #114

4:15 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #115

　　　　

2021/9/20（⽉） 2021/9/21（⽕） 2021/9/22（⽔）

2021/9/23（⽊） 2021/9/24（⾦） 2021/9/25（⼟） 2021/9/26（⽇）

9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♪

K-POPアイドルたちの夢の競
演︕世界⼀を⽬指すチキン店
を舞台に若者たちが奮闘する
⻘春ラブコメディ

★9/15( ⽔) 9: 30〜スタート

©2020「最⾼のチキン」⽇本版製作委員会

韓国ドラマ
「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」

⽣時代の⽂集を偶然⼿にした
ことからよみがえる17歳の
記憶…。ほろ苦い⻘春と⼼温
まる物語︕

★9/16（⽊）22:00〜放送

©CJ E&M Corporation, all rights reserved

韓国ドラマ「⽂集」



5:00 中国ドラマ「陳情令」 #19 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #20 7:00 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #3

5:55 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 7:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #28 6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #29 7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

7:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #118

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 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #116 8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #117 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #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 11:30 韓国ドラマ「パク代理の秘密の私⽣活」【ドラマステージ＜tvN＞】

9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #5 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #6 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #77-#78

11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #15 11:30 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #16 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #3

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #73-#74 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #75-#76 17:30 韓国ドラマ「遠⾜に⾏く⽇」【ドラマステージ＜tvN＞】

15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #1 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #2 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #4 17:30 タイドラマ「Still 2gether」 #5 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #97

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 20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #93 19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #95 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #98

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 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #94 20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #96 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #5

※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 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #10

※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「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #3 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #4 1:30 タイドラマ「2gether」 #2

0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #9 0:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 後編」 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #19

1:30 タイドラマ「2gether」 #1 1:00 放送休⽌（6時間） 3:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #18 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #22

3:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #21

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #21

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5

6:00 韓国ドラマ「⻩⾦の庭〜奪われた運命〜」 #30

7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5

7:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「愛を抱きしめたい〜屈辱と裏切りの涯てに〜」 #119

9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #5

11:30 韓国ドラマ「B主任とラブレター」【ドラマステージ＜tvN＞】

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #79-#80

15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #4

17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #4

19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #99

20:15 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #100

21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #3

0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #11

1:30 タイドラマ「2gether」 #3

2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #39

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #5

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #23

2021/9/27（⽉） 2021/9/28（⽕） 2021/9/29（⽔）

2021/9/30（⽊） 2021/10/1（⾦） 2021/10/2（⼟） 2021/10/3（⽇）

9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♪

復讐と欲望が⽣み出した偽り
の愛。嘘と真実の愛が交錯す
る危険すぎる四⾓関係の⾏⽅
は…

★9/5（⽇）11:30〜 スタート

©2017-8 MBC

韓国ドラマ「逆流」2話連続

「世界でもっとも美しい別
れ」ウォン・ミギョン主演︕
平凡な主婦がビリヤードの才
能に⽬覚める︕︖

★9/17（⾦）22:00〜放送

©CJ E&M Corporation, all rights reserved

韓国ドラマ「時間切れ」


