
※外国語放送は字幕放送です。

※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。

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #22 5:00 韓国映画「ローラーコースター︕」 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #5

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 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #6

6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #1 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 〜「君の⾹り」 8:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #5 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 8:45 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #6 8:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #11

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〜」 #120 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #7 8:45 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #12

9:00 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」 #8 9:30 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #13

9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #6 11:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #9 10:15 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #14

11:30 韓国ドラマ「直⽴歩⾏の歴史」【ドラマステージ＜tvN＞】 11:45 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #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 #81-#82 12:30 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 #17-#18

15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #5 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #13-#14 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＞」 #5 14:30 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 #19-#20

19:00 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 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」 #101 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #15-#16 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 17:00 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」 #17

20:45 韓国ドラマ「カッコウの巣」 #102 17:30 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」 #18

21:30 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」 #15 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #19

22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #4 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #16 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」 #12 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:30 韓国映画「神と共に　第⼀章︓罪と罰」

1:30 タイドラマ「2gether」 #4 22:30 韓国映画「無垢なる証⼈」 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〜」 #116

2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #40 0:55 韓国映画「王の預⾔書」 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〜」 #117

3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 2:55 中韓合作映画「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〜」 #118

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #24 4:55 アジアドラマチックTVからのお知らせ 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〜」 #119

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〜」 #120

　　　　

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）

10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♪

俳優ハ・ジョンウの初監督作
品 抱腹絶倒のフライト・エン
タテインメント︕

★10/2（⼟）5:00〜放送

©2013 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS 
RESERVED

韓国映画「無垢なる証⼈」 韓国映画「ローラーコースター︕」

チョン・ウソン×キム・ヒャ
ンギ共演 無垢な瞳がとらえ
た真実の⾏⽅を描く、感動法
廷サスペンス︕

★10/2（⼟）22:30〜放送

© 2019 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights 
Reserved.



5:00 中国ドラマ「陳情令」 #23 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #24 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #25

5:55 新作ステーション 〜「レッスル︕」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #6 5:55 新作ステーション 〜「バウンティ・ハンターズ」

6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #2 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #3 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #4

7:25 新作ステーション 〜「レッスル︕」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #6 7:25 新作ステーション 〜「バウンティ・ハンターズ」

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〜」 #121 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〜」 #122 8:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」第1話先⾏放送

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〜」 #8 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #9 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #10

11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #1 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #2 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #3

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #83-#84 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #85-#86 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #87-#88

15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #6 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #7 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #8

17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #1 17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #2 17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #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「製パン王キム・タック」 #1 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #2 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #3

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

22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #6 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #7 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #8

※外国語放送は字幕放送です。 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #13 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #14 0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #15

※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。 1:30 タイドラマ「2gether」 #5 1:30 タイドラマ「2gether」 #6 1:30 タイドラマ「2gether」 #7

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #20 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #21 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #22

3:25 新作ステーション 〜「レッスル︕」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #6 3:25 新作ステーション 〜「バウンティ・ハンターズ」

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #25 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #26 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #27

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #26 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #27 5:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」 #1 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #7

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #6 5:55 新作ステーション 〜「レッスル︕」 6:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」 #2 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #8

6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #5 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #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 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #6 7:25 新作ステーション 〜「レッスル︕」 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「トップマネジメント」 #15 8:00 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〜」 #3

8:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 前編」 8:00 「ソウルドラマアワード2018授与式 後編」 8:45 韓国ドラマ「トップマネジメント」 #16 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〜」 #4

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「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #1 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」 #7 9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #8 11:00 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〜」 #2 11:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #21-#22

11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #4 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #5 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

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #89-#90 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #91-#92 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #17-#18 13:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #23-#24

15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #9 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #10 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

17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #6 17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #7 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

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 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #19-#20 16:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #1

19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #4 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #5 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2」 #2

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 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2」 #3

22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #5 22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #6 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #20 22:00 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #1

0:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #16 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #1 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」 #21 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

1:30 タイドラマ「2gether」 #8 1:30 タイドラマ「2gether」 #9 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 23:25 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #2

2:30 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #41 2:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #1 22:30 韓国映画「レッスル︕」 0:20 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #3

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #6 3:25 新作ステーション 〜「レッスル︕」 0:35 韓国映画「君が描く光」 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〜」 #121

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #28 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #29 2:50 中国映画「バウンティ・ハンターズ」 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〜」 #122

4:50 東北の海の幸 2:45 韓国映画「僕の中のあいつ」

　　　　

2021/10/4（⽉） 2021/10/5（⽕） 2021/10/6（⽔）

2021/10/7（⽊） 2021/10/8（⾦） 2021/10/9（⼟） 2021/10/10（⽇）

10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♪

キム・アジュン×オム・テウ
ン×チ・ヒョヌ豪華共演︕
⼩さな命を救うため、いま⺟
の愛が試される―

★10/4（⽉）11:30〜スタート
©SBS

韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 韓国映画「レッスル︕」

ユ・ヘジン主演︕夢は⾦メダ
リストの⽗親︕︖
笑って泣ける痛快コメディが
誕⽣︕

★10/9（⼟）22:30〜放送

© 2018 LOTTE ENTERTAINMENT & DCG PLUS, 
Inc. & ANNAPURNA FILMS All Rights Reserved.



5:00 中国ドラマ「陳情令」 #28 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #29 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #30

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 #6 5:55 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」

6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #7 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #8 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #9

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 #6 7:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」

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「輝け、ウンス︕」 #1 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #2 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #3

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〜」 #11 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #12 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #13

11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #6 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #7 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #8

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #93-#94 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #95-#96 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #97-#98

15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #11 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #12 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #13

17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #4 17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #5 17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #6

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「製パン王キム・タック」 #6 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #7 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #8

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

22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #9 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #10 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #11

※外国語放送は字幕放送です。 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #2 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #3 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #4

※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。 1:30 タイドラマ「2gether」 #10 1:30 タイドラマ「2gether」 #11 1:30 タイドラマ「2gether」 #12

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #23 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #24 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #25

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 #6 3:25 新作ステーション 〜「神と共に　第⼆章︓因と縁」

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #30 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #31 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #32

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #31 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #32 5:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」 #3 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #9

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #6 5:55 新作ステーション 〜「君の⾹り」 6:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」 #4 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #10

6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #10 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #11 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 #6 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「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #5 8:00 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〜」 #8

8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #4 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #5 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〜」 #6 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〜」 #9

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「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #7 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」 #9 9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #10 12:30 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 #25-#26

11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #9 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #10 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #21-#22 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 #99-#100 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #101-#102 14:30 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 #27-#28

15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #14 15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #15 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「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #8 17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #9 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #23-#24 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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #6

19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #9 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #10 17:30 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2」 #7

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 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #4 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #8

22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #7 22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #8 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #5 22:00 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #4

0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #5 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #6 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

1:30 タイドラマ「2gether」 #13 1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #1 22:30 中韓合作映画「君の⾹り」 23:25 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #5

2:45 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #4 2:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #2 0:30 韓国映画「ローラーコースター︕」 0:20 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #6

3:05 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #5 3:25 新作ステーション 〜「君の⾹り」 2:20 韓国映画「神と共に　第⼆章︓因と縁」 1:15 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #1

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #6 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #34 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「輝け、ウンス︕」 #2

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #33 2:45 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #3

3:30 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #4

4:15 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #5

　　　　

2021/10/11（⽉） 2021/10/12（⽕） 2021/10/13（⽔）

2021/10/14（⽊） 2021/10/15（⾦） 2021/10/16（⼟） 2021/10/17（⽇）
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４代に渡り繰り広げられる⼥
の争い!!壮絶な運命を描く宮
廷スパイ・ラブストーリー

★10/4(⽉)17:30〜スタート
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中国ドラマ
「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」

最⾼視聴率30%越え︕
恋に夢に奮闘する2組の正反
対カップルが繰り広げる、
ハートフル・ラブコメディ!

★10/11（⽉）8:00〜スタート

Licensed by KBS Media Ltd.ⓒ2016 KBS. All 
rights reserved

韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」



5:00 中国ドラマ「陳情令」 #33 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #34 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #35

5:55 新作ステーション 〜「君が描く光」 5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #7 5:55 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」

6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #12 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #13 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #14

7:25 新作ステーション 〜「君が描く光」 7:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #7 7:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」

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「輝け、ウンス︕」 #6 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #7 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #8

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〜」 #14 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #15 9:30 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #16

11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #11 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #12 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #13

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #103-#104 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #105-#106 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #107-#108

15:30 韓国ドラマ「カンテク〜運命の愛〜」 #16 15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #1 15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #2

17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #7 17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #8 17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #9

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「製パン王キム・タック」 #11 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #12 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #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 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #12 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #13 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #14

※外国語放送は字幕放送です。 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #7 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #8 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #9

※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。 1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #2 1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #3 1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #4

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #26 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #27 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #28

3:25 新作ステーション 〜「君が描く光」 3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #7 3:25 新作ステーション 〜「僕の中のあいつ」

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #35 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #36 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #37

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #36 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #37 5:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」 #5 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #11

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #7 5:55 新作ステーション 〜「君が描く光」 6:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」 #6 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #12

6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #15 6:00 韓国ドラマ「ずる賢いバツイチの恋」 #16 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 #7 7:25 新作ステーション 〜「君が描く光」 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「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #10 8:00 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

8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #9 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #10 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〜」 #11 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

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「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #12 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」 #11 9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #12 12:30 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 #29-#30

11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #14 11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #15 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #25-#26 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 #109-#110 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #111-#112 14:30 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 #31-#32

15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #3 15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #4 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「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #10 17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #11 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #27-#28 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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #11

19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #14 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #15 17:30 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2」 #12

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 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #9 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #13

22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #9 22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #10 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #10 22:00 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #7

0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #10 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #11 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #5 1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #6 22:30 韓国映画「君が描く光」 23:25 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #8

2:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #3 2:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #4 0:45 韓国映画「僕の中のあいつ」 0:20 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #9

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #7 3:25 新作ステーション 〜「君が描く光」 3:05 韓国映画「ローラーコースター︕」 1:15 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #6

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #38 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #39 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「輝け、ウンス︕」 #7

2:45 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #8

3:30 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #9

4:15 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #10

　　　　

2021/10/18（⽉） 2021/10/19（⽕） 2021/10/20（⽔）

2021/10/21（⽊） 2021/10/22（⾦） 2021/10/23（⼟） 2021/10/24（⽇）

10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♪

タイBLドラマ史上最も切ない
と話題の感涙必⾄の名作︕
⽚思いの切なさや苦しさを描
くラブストーリー︕

★10/6(⽔)8: 00〜スタート

ⓒGMMTV Company Limited

タイドラマ
「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」

俳優ハ・ジョンウの初監督作
品 抱腹絶倒のフライト・エン
タテインメント︕

★10/23（⼟）3:05〜放送

©2013 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS 
RESERVED

韓国映画「ローラーコースター︕」



5:00 中国ドラマ「陳情令」 #38 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #39 7:00 ほっとひといき♪〜癒しの時間 by miro #6

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 #7 7:25 新作ステーション 〜「レッスル︕」

6:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」2話連続 #1-#2 6:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」2話連続 #3-#4 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 #7 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #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 9:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #11 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #12 9:30 韓国ドラマ「チェックメイト︕〜正義の番⼈〜」 #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 11:30 韓国ドラマ「ザ・ミラクル 〜姉⇔妹!!??〜」 #2

9:30 「韓国話題の復讐劇」第1話先⾏放送 9:30 韓国ドラマ「チェックメイト︕〜正義の番⼈〜」 #1 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #117-#118

11:30 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #16 11:30 韓国ドラマ「ザ・ミラクル 〜姉⇔妹!!??〜」 #1 15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #7

13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #113-#114 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #115-#116 17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #12

15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #5 15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #6 19:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #10 17:30 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #11 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #18

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 21:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #16 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #17 22:00 「韓国話題の復讐劇」第1話先⾏放送

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「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #13

22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #15 22:00 韓国ドラマ「最⾼のチキン〜夢を叶える恋の味〜」 #16 1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #8

※外国語放送は字幕放送です。 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #12 0:00 中国ドラマ「陳情令」スペシャル編 2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #30

※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。 1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #7 1:00 放送休⽌（6時間） 3:25 新作ステーション 〜「レッスル︕」

2:30 中国ドラマ「GANK YOUR HEART－キミと、世界の果てまで－」 #29 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #41

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」 #40

5:00 中国ドラマ「陳情令」 #40 5:00 中国ドラマ「陳情令」 #41 5:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」 #7 5:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #13

5:55 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #7 5:55 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」 6:00 タイドラマ「Theory of Love／セオリー・オブ・ラブ」 #8 6:00 中国ドラマ「鳳凰伝 〜永遠（とわ）の約束〜」 #14

6:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」2話連続 #5-#6 6:00 韓国ドラマ「トップマネジメント」2話連続 #7-#8 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 #7 7:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」 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「オー!マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜」 #15 8:00 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #2

8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #14 8:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #15 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 韓国ドラマ「太陽を抱く⽉」 #3

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「太陽を抱く⽉」 #1 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」 #13 9:30 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #14 12:30 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 #33-#34

11:30 韓国ドラマ「ザ・ミラクル 〜姉⇔妹!!??〜」 #3 11:30 韓国ドラマ「⽂集」【ドラマステージ＜tvN＞】 13:00 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #29-#30 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 #119-#120 13:30 韓国ドラマ「棘＜トゲ＞と蜜」2話連続 #121-#122 14:30 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 #35-#36

15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #8 15:30 韓国ドラマ「⻘い海の伝説」 #9 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「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #12 17:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #13 15:30 韓国ドラマ「逆流」2話連続 #31-#32 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「浪漫ドクターキム・サブ2」 #16

19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #19 19:30 韓国ドラマ「製パン王キム・タック」 #20 17:30 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 18:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #1

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 18:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #14 20:00 韓国ドラマ「検事プリンセス」 #2

22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #11 22:00 韓国ドラマ「⾵と雲と⾬」 #12 20:00 韓国ドラマ「浪漫ドクターキム・サブ2」 #15 22:00 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #10

0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #14 0:00 韓国ドラマ「ウォンテッド〜彼らの願い〜」 #15 22:00 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ 22:55 お役⽴ち⽣活情報・お知らせ

1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #9 1:30 タイドラマ「ラブ・バイ・チャンス２／A Chance To Love」 #10 22:30 韓国映画「レッスル︕」 23:25 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #11

2:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #5 2:30 中国ドラマ「キミと奏でる交響曲＜シンフォニー＞」 #6 0:35 韓国映画「無垢なる証⼈」 0:20 中国ドラマ「美⼈⼼計〜⼀⼈の妃と⼆⼈の皇帝〜」 #12

3:25 3分リラックスメロディ〜癒しの時間 by miro #7 3:25 新作ステーション 〜「無垢なる証⼈」 3:00 韓国映画「王の預⾔書」 1:15 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #11

3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #42 3:30 韓国ドラマ「たった⼀⼈の私の味⽅」 #43 2:00 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #12

2:45 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #13

3:30 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #14

4:15 韓国ドラマ「輝け、ウンス︕」 #15

2021/10/25（⽉） 2021/10/26（⽕） 2021/10/27（⽔）

2021/10/28（⽊） 2021/10/29（⾦） 2021/10/30（⼟） 2021/10/31（⽇）

10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♪

“ 伝説の労働監督官 ”がパワ
ハラ企業を懲らしめる︕痛快
サクセス・エンターテインメ
ント︕

★10/26（⽕）9:30〜スタート

©2019MBC

韓国ドラマ
「チェックメイト︕〜正義の番⼈〜」韓国映画「無垢なる証⼈」

チョン・ウソン×キム・ヒャ
ンギ共演 無垢な瞳がとらえ
た真実の⾏⽅を描く、感動法
廷サスペンス︕

★10/30（⼟）0:35〜放送

© 2019 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights 
Reserved.


