
5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #2 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #3 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #4

5:55 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #22 5:55 新作ステーション ～「大好きだから」 #1

6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #5 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #6 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #7

7:25 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #22 7:25 新作ステーション ～「大好きだから」 #1

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #41 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #42 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #43

9:00 お役立ち生活情報 8:43 お役立ち生活情報・お知らせ 8:43 お役立ち生活情報・お知らせ 

9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #8 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報

10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #9 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #10

11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #5 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #6 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #7

13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #3 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 

14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #4 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #9

15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #1 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:31 お役立ち生活情報・お知らせ 

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #2 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #9

17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #4 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 

※外国語放送は字幕放送です。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #5 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #6

※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。 19:00 お役立ち生活情報 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #41 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報

20:15 お役立ち生活情報 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #42 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #43

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #71 20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報

21:30 お役立ち生活情報 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #72 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #73

22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #7 21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報

23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #8 22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #9

0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #4 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #23 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #5 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #6

2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #47 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #24 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #1

3:25 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #48 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #49

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #10 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #22 3:25 新作ステーション ～「大好きだから」 #1

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #11 3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #12

5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #5 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #6 5:00 タイドラマ「THE TUXEDO」 #1 5:00 韓国映画「長沙里9.15」

5:55 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1 5:55 新作ステーション ～「大好きだから」 #1 5:40 タイドラマ「THE TUXEDO」 #2 7:00 お役立ち生活情報

6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #8 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #9 6:20 タイドラマ「THE TUXEDO」 #3 7:30 お役立ち生活情報

7:25 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1 7:25 新作ステーション ～「大好きだから」 #1 7:00 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #4

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #5

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #44 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #45 8:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #1 11:00 お役立ち生活情報

8:43 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #2 11:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #9

9:00 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #8 11:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #3 13:00 お役立ち生活情報

9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #7 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:30 お役立ち生活情報 13:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #10

10:44 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #9 13:00 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #7 15:00 お役立ち生活情報

11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #8 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 14:30 お役立ち生活情報 15:30 お役立ち生活情報

12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #11 15:00 お役立ち生活情報 16:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #13

13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #10 14:31 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #8 17:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

14:31 お役立ち生活情報・お知らせ 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #11 17:00 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #14

15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #10 16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 お役立ち生活情報 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #20 18:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #11 20:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #15

17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #19 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 19:14 お役立ち生活情報・お知らせ 21:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報 20:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #12 22:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #41

19:00 お役立ち生活情報 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #45 21:14 お役立ち生活情報・お知らせ 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #42

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #44 20:15 お役立ち生活情報 22:00 お役立ち生活情報 23:30 お役立ち生活情報

20:15 お役立ち生活情報 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #75 22:30 韓国映画「SEOBOK／ソボク」 0:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #43

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #74 21:30 お役立ち生活情報 0:40 韓国映画「春情のタリオ～チョゴリがほどけたら～」＜R15＋指定＞ 0:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #44

21:30 お役立ち生活情報 22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #7 2:05 韓国映画「大好きだから」 1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #45

22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #6 23:14 お役立ち生活情報・お知らせ 4:10 お役立ち生活情報 2:15 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #4

23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #8 4:40 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #12 3:05 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #5

0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #7 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #3 3:55 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #6

1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #2 2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #16 4:45 お役立ち生活情報

2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #15 3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #14

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #13

　　　　

2023/5/1 (月) 2023/5/2 (火) 2023/5/3 (水)

2023/5/4 (木) 2023/5/5 (金) 2023/5/6 (土) 2023/5/7 (日)

韓国映画
「SEOBOK／ソボク」

コン・ユ×パク・ボゴム共演︕
韓国映画史上初︕クローン人間
を題材にしたSFエンターテイ
ンメント超大作

★5/6(土) 22:30～放送
©2020 CJ ENM CORPORATION, STUDIO101 ALL 
RIGHTS RESERVED

公式Twitter
番組情報をお届け♪

タイドラマ
「THE TUXEDO」

「Love ly  Wr i te r」チャップ
＆グリーン主演︕
繊細な心の御曹司と腕の良い
テーラーの恋物語

★5/6(土) 早朝5:00～スタート
©Rock Imaging International Co., Limited 
Distribute

５月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表



5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #7 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #8 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #9

5:55 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #23 5:55 新作ステーション ～「暗数殺人」 #1

6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #10 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #11 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #12

7:25 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #23 7:25 新作ステーション ～「暗数殺人」 #1

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #46 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #47 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #48

9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報

9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #11 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #12 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #13

10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #10 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #11 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #12

12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 

13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #5 13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #6 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #12

14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:31 お役立ち生活情報・お知らせ 

15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #3 15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #4 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #12

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 

17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #7 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #8 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #9

※外国語放送は字幕放送です。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 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。 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #46 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #47 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #48

20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #76 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #77 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #78

21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報

22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #10 22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #11 22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #12

23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #9 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #10 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #11

1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #4 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #5 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #6

2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #50 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #51 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #52

3:25 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #23 3:25 新作ステーション ～「暗数殺人」 #1

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #15 3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #16 3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #17

5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #10 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #11 5:00 タイドラマ「THE TUXEDO」 #4 5:00 韓国映画「大好きだから」

5:55 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1 5:55 新作ステーション ～「暗数殺人」 #1 5:40 タイドラマ「THE TUXEDO」 #5 7:00 お役立ち生活情報

6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #13 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #14 6:20 タイドラマ「THE TUXEDO」 #6 7:30 お役立ち生活情報

7:25 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1 7:25 新作ステーション ～「暗数殺人」 #1 7:00 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #9

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #10

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #49 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #50 8:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #6 11:00 お役立ち生活情報

9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #7 11:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #11

9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #9 9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #10 11:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #8 13:00 お役立ち生活情報

10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:30 お役立ち生活情報 13:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #12

11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #13 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #14 13:00 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #9 15:00 お役立ち生活情報

12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 14:30 お役立ち生活情報 15:30 お役立ち生活情報

13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #13 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #14 15:00 お役立ち生活情報 16:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #2

14:31 お役立ち生活情報・お知らせ 14:31 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #10 17:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #13 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #14 17:00 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #3

16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 お役立ち生活情報 19:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #21 17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #22 18:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #16 20:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #4

18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 21:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

19:00 お役立ち生活情報 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #50 20:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #1 22:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #46

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #49 20:15 お役立ち生活情報 21:14 お役立ち生活情報・お知らせ 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #47

20:15 お役立ち生活情報 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #80 22:00 お役立ち生活情報 23:30 お役立ち生活情報

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #79 21:30 お役立ち生活情報 22:30 韓国映画「グッバイ・シングル」 0:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #48

21:30 お役立ち生活情報 22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #9 0:45 韓国映画「暗数殺人」 0:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #49

22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #8 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 2:50 韓国映画「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #50

23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #13 2:15 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #7

0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #12 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #8 3:05 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #8

1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #7 2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #18 3:55 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #9

2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #17 3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #2 4:45 お役立ち生活情報

3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #1

　　　　

2023/5/8 (月) 2023/5/9 (火) 2023/5/10 (水)

2023/5/11 (木) 2023/5/12 (金) 2023/5/13 (土) 2023/5/14 (日)

韓国ドラマ
「ルール通りに愛して︕」

第1話先行放送
イ・スンギ＆イ・セヨン共演︕
元検事と弁護士の偶然の再会か
ら始まる “ロー（Law）マンス ”
ドラマ

★5/17(水) 13:30～放送
Licensed by KBS Media Ltd. © 2022 KBS. All rights 
reserved

公式Twitter
番組情報をお届け♪

韓国映画
「グッバイ・シングル」

キム・ヘス×マ・ドンソク豪華
共演︕“お騒がせ女優”と彼女に
巻き込まれる人達を描くヒュー
マンコメディ

★5/13(土) 22:30～放送
© 2016 SHOWBOX, HODU&U ENTERTAINMENT AND 

FILM COMPANY RAM ALL RIGHTS RESERVED.

５月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表



5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #12 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #13 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #14

5:55 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #1 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #24 5:55 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1

6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #15 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #16 6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #1

7:25 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #1 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #24 7:25 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #51 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #52 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #53

9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報

9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #14 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #15 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #16

10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 

11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #15 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #16 11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #1

12:44 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #7 13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #8 13:30 韓国ドラマ「ルール通りに愛して！」第1話先行放送 #1

14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #15

15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #5 15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #6 16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #12

17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #10 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #11 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 

※外国語放送は字幕放送です。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報

※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。 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #53

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #51 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #52 20:15 お役立ち生活情報

20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #83

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #81 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #82 21:30 お役立ち生活情報

21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #15

22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #13 22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #14 23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 

23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #16

0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #14 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #15 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #11

1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #9 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #10 2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #3

2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #1 2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #2 3:25 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1

3:25 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #1 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #24 3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #5

3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #3 3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #4

5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #15 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #16 5:00 タイドラマ「THE TUXEDO」 #7 5:00 韓国映画「暗数殺人」 

5:55 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #1 5:55 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1 5:31 お役立ち生活情報・お知らせ 7:00 お役立ち生活情報

6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #2 6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #3 6:00 タイドラマ「THE TUXEDO」 #8 7:30 お役立ち生活情報

7:25 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #1 7:25 新作ステーション ～「SEOBOK／ソボク」 #1 6:31 お役立ち生活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #14

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:00 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #15

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #54 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #55 7:30 お役立ち生活情報 11:00 お役立ち生活情報

9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #11 11:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #13

9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #11 9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #12 9:30 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #12 13:00 お役立ち生活情報

10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:44 お役立ち生活情報・お知らせ 11:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #13 13:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #14

11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #2 11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #3 12:30 お役立ち生活情報 15:00 お役立ち生活情報

12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 13:00 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #11 15:30 お役立ち生活情報

13:30 韓国ドラマ「御史(オサ)とジョイ～朝鮮捜査ショー～」第1話先行放送 #1 13:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #1 14:30 お役立ち生活情報 16:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #7

15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #16 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:00 お役立ち生活情報 17:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #1 15:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #12 18:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #8

17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #23 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 17:00 お役立ち生活情報 19:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

19:00 お役立ち生活情報 17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #24 17:30 お役立ち生活情報 20:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #9

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #54 19:00 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #5 21:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

20:15 お役立ち生活情報 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #55 19:14 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #51

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #84 20:15 お役立ち生活情報 20:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #6 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #52

21:30 お役立ち生活情報 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #85 21:14 お役立ち生活情報・お知らせ 23:30 お役立ち生活情報

22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #10 21:30 お役立ち生活情報 22:00 お役立ち生活情報 0:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #53

23:14 お役立ち生活情報・お知らせ 22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #11 22:30 韓国映画「長沙里9.15」 0:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #54

0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #1 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 0:30 韓国映画「SEOBOK／ソボク」 1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #55

1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #12 0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #2 2:40 韓国映画「春情のタリオ～チョゴリがほどけたら～」＜R15＋指定＞ 2:15 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #10

2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #19 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #13 4:05 お役立ち生活情報 3:05 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #11

3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #6 2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #20 4:35 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #13 3:55 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #12

3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #7 4:45 お役立ち生活情報

　　　　

2023/5/15 (月) 2023/5/16 (火) 2023/5/17 (水)

2023/5/18 (木) 2023/5/19 (金) 2023/5/20 (土) 2023/5/21 (日)

韓国ドラマ
「御史(オサ)とジョイ～朝鮮捜査ショー～」

第1話先行放送

2PMテギョン×キム・へユン主
演︕ “暗行御史 ”になった美食家
と幸せを探す女性のドタバタ捜
査時代劇︕

★5/18(木) 13:30～放送
© STUDIO DRAGON CORPORATION

公式Twitter
番組情報をお届け♪

韓国ドラマ
「医心伝心～脈あり︕恋あり︖～」

キム・ナムギル×キム・アジュ
ン夢の共演︕運命の出会いが人
生を変える、タイムスリップ・
ラブコメディ︕

★5/17(水) 11:30～スタート
ⓒSTUDIO DRAGON CORPORATION

５月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表



5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #17 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #18 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #19

5:55 新作ステーション ～「大好きだから」 #1 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #1 5:55 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1

6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #4 6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #5 6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #6

7:25 新作ステーション ～「大好きだから」 #1 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #1 7:25 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #56 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #57 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #58

9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報

9:30 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #1 9:30 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #2 9:30 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #3

10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:31 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #4 11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #5 11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #6

12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #9 13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #10 13:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #2

14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:44 お役立ち生活情報・お知らせ 

15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #7 15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #8 15:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #2

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #13 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #14 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #15

※外国語放送は字幕放送です。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 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。 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #56 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #57 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #58

20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #86 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #87 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #88

21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報

22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #16 22:00 韓国ドラマ「ルール通りに愛して！」第1話先行放送 #1 22:00 韓国ドラマ「御史(オサ)とジョイ～朝鮮捜査ショー～」第1話先行放送 #1

23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #3 0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #4 0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #5

1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #14 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #15 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #16

2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #4 2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #5 2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #6

3:25 新作ステーション ～「大好きだから」 #1 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #1 3:25 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1

3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #8 3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #9 3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #10

5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #20 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #21 5:00 韓国映画「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 5:00 韓国映画「SEOBOK／ソボク」 

5:55 新作ステーション ～「大好きだから」 #1 5:55 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1 7:00 お役立ち生活情報 7:00 お役立ち生活情報

6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #7 6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #8 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報

7:25 新作ステーション ～「大好きだから」 #1 7:25 新作ステーション ～「グッバイ・シングル」 #1 8:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #16 8:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #3

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #1 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #4

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #59 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #60 11:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #2 11:00 お役立ち生活情報

8:43 お役立ち生活情報・お知らせ 9:00 お役立ち生活情報 12:30 お役立ち生活情報 11:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #15

9:00 お役立ち生活情報 9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #14 13:00 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #13 13:00 お役立ち生活情報

9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #13 10:44 お役立ち生活情報・お知らせ 14:30 お役立ち生活情報 13:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #16

10:44 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #8 15:00 お役立ち生活情報 15:00 お役立ち生活情報

11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #7 13:01 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #14 15:30 お役立ち生活情報

12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #4 17:00 お役立ち生活情報 16:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #12

13:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #3 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 お役立ち生活情報 17:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #4 18:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #10 18:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #13

15:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #3 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 19:14 お役立ち生活情報・お知らせ 19:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #26 20:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #11 20:00 韓国ドラマ「30だけど17です」 #14

17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #25 19:00 お役立ち生活情報 21:14 お役立ち生活情報・お知らせ 21:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #60 22:00 お役立ち生活情報 22:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #56

19:00 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 22:30 韓国映画「大好きだから」 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #57

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #59 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #90 0:35 韓国映画「グッバイ・シングル」 23:30 お役立ち生活情報

20:15 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 2:50 韓国映画「暗数殺人」 0:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #58

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #89 22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #13 4:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #6 0:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #59

21:30 お役立ち生活情報 23:14 お役立ち生活情報・お知らせ 1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #60

22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #12 0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #7 2:15 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #13

23:14 お役立ち生活情報・お知らせ 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #18 3:05 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #14

0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #6 2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #22 3:55 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #15

1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #17 3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #12 4:45 お役立ち生活情報

2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #21

3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #11

　　　　

2023/5/22 (月) 2023/5/23 (火) 2023/5/24 (水)

2023/5/25 (木) 2023/5/26 (金) 2023/5/27 (土) 2023/5/28 (日)

公式Twitter
番組情報をお届け♪

韓国ドラマ
「内科パク院長」2話連続

イ・ソジン×ラ・ミラン共演︕
お人好しの新米開業医が “赤字
脱出 ”のため奮闘するメディカ
ルコメディ︕︕

★5/22(月) 9:30～スタート
©TVING Co., Ltd, All Rights Reserved

５月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表

韓国映画
「SEOBOK／ソボク」

コン・ユ×パク・ボゴム共演︕
韓国映画史上初︕クローン人間
を題材にしたSFエンターテイ
ンメント超大作

★5/6(土) 22:30～放送
©2020 CJ ENM CORPORATION, STUDIO101 ALL 
RIGHTS RESERVED



5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #22 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #23 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #24

5:55 新作ステーション ～「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 #1 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #2 5:55 新作ステーション ～「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 #1

6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #9 6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #10 6:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #11

7:25 新作ステーション ～「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 #1 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #2 7:25 新作ステーション ～「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 #1

7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報 7:30 お役立ち生活情報

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #61 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #62 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #63

9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報 9:00 お役立ち生活情報

9:30 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #4 9:30 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #5 9:30 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #6

10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #9 11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #10 11:30 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #11

12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 13:01 お役立ち生活情報・お知らせ 

13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #11 13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #12 13:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #5

14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 14:44 お役立ち生活情報・お知らせ 

15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #9 15:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #10 15:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #5

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #16 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #17 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #18

※外国語放送は字幕放送です。 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 18:31 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。 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #61 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #62 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #63

20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #91 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #92 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #93

21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報 21:30 お役立ち生活情報

22:00 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #1 22:00 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #2 22:00 韓国ドラマ「内科パク院長」2話連続 #3

23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 23:01 お役立ち生活情報・お知らせ 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #8 0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #9 0:00 韓国ドラマ「医心伝心～脈あり！恋あり？～」 #10

1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #19 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #20 1:30 中国ドラマ「終極筆記」 #21

2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #7 2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #8 2:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #9

3:25 新作ステーション ～「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 #1 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #2 3:25 新作ステーション ～「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 #1

3:30 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #14 3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #13 3:30 韓国ドラマ「刑務所のルールブック＜カット版＞」 #14

3:55 メンテナンス休止

4:00 「ソウルドラマアワード2020授与式」 #1

　　　　

2023/5/29 (月) 2023/5/30 (火) 2023/5/31 (水)

2023/6/1 (木) 2023/6/2 (金) 2023/6/3 (土) 2023/6/4 (日)

公式Twitter
番組情報をお届け♪

５月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表

韓国ドラマ
「御史(オサ)とジョイ～朝鮮捜査ショー～」

第1話先行放送

2PMテギョン×キム・へユン主
演︕ “暗行御史 ”になった美食家
と幸せを探す女性のドタバタ捜
査時代劇︕

★5/18(木) 13:30～放送
© STUDIO DRAGON CORPORATION

韓国ドラマ
「ルール通りに愛して︕」

第1話先行放送

イ・スンギ＆イ・セヨン共演︕
元検事と弁護士の偶然の再会か
ら始まる “ロー（Law）マンス ”
ドラマ

★5/17(水) 13:30～放送
Licensed by KBS Media Ltd. © 2022 KBS. All rights 
reserved
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