
※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 タイドラマ「I Promised You the Moon ～僕の愛を君の心で訳して～」SP 5:00 タイドラマ「I Told Sunset About You ～僕の愛を君の心で訳して～」トークショー

6:14 お役立ち生活情報・お知らせ 6:14 お役立ち生活情報・お知らせ 

7:00 お役立ち生活情報 7:00 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「チング ～俺たちの伝説～」 #12 8:00 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #15

9:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #13 9:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #16

11:00 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #14 11:00 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「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #53

13:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #51 13:00 お役立ち生活情報

14:30 お役立ち生活情報 13:30 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #54

15:00 お役立ち生活情報 15:00 お役立ち生活情報

15:30 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #52 15:30 お役立ち生活情報

17:00 お役立ち生活情報 16:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #5

17:30 お役立ち生活情報 17:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

18:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #3 18:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #6

19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

20:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #4 20:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #7

21:17 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 

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」 #16

22:30 韓国映画「暗数殺人」 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #17

0:35 韓国映画「惑わす女～危険な同居～」＜R15＋指定＞ 23:30 お役立ち生活情報

2:40 韓国映画「シークレット・ジョブ」 0:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #18

4:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #3 0:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #19

1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #20

2:15 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #15

3:05 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #16

3:55 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #17

4:45 お役立ち生活情報

　　　　

2023/3/27 (月) 2023/3/28 (火) 2023/3/29 (水)

2023/3/30 (木) 2023/3/31 (金) 2023/4/1 (土) 2023/4/2 (日)

韓国ドラマ
「ジャスティス2－検法男女－」

チョン・ジェヨン×チョン・
ユミのコンビが再び！
韓国で大人気のメディカル・
サスペンスドラマ第2弾！

★4/3(月) 11:30〜スタート
ⓒ2019MBC

公式Twitter
番組情報をお届け♪

韓国映画
「暗数殺人」

キム・ユンソク VS チュ・ジ
フン競演！数々の賞レースを
席巻した、衝撃のクライムサ
スペンス映画！

★4/1(土) 22:30〜放送
© 2018 SHOWBOX, FILM295 AND BLOSSOM 
PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

４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「終極筆記」 #18 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #19 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #20

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 #18 5:55 新作ステーション ～「KCIA 南山の部長たち」 #1

6:00 韓国ドラマ「ペントハウス2」 #12 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス2」 #13 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #1

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 #18 7:25 新作ステーション ～「KCIA 南山の部長たち」 #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」 #21 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #22 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #23

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「ホン・チョンギ」 #12 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「ホン・チョンギ」 #13 9:30 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #14

11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #1 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 

12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #2 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #3

13:30 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #9 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 

15:01 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #10 13:30 韓国ドラマ「テバク不動産」 #13

15:30 韓国ドラマ「恋するパッケージツアー～パリから始まる最高の恋～」 #5 15:01 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 

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「恋するパッケージツアー～パリから始まる最高の恋～」 #6 15:30 韓国ドラマ「恋するパッケージツアー～パリから始まる最高の恋～」 #7

17:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #18 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 

※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「君（あなた）になるあの日」 #19 17:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #20

※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」 #21 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」 #22 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #23

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #51 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」 #52 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #53

22:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #11 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「ホン・チョンギ」 #12 22:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #13

0:00 韓国ドラマ「ジャスティス－検法男女－」 #16 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～」 #3 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #1 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #2

2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #35 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #4 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #5

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 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #36 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #37

3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #6 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #18 3:25 新作ステーション ～「KCIA 南山の部長たち」 #1

3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #7 3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #8

5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #21 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #22 5:00 タイドラマ「That's My Candy」 #1 5:00 韓国映画「大好きだから」 

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 新作ステーション ～「KCIA 南山の部長たち」 #1 6:00 タイドラマ「That's My Candy」 #2 7:00 お役立ち生活情報

6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #2 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #3 7:00 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 7:25 新作ステーション ～「KCIA 南山の部長たち」 #1 7:30 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #20

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #24 7:30 お役立ち生活情報 8:00 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #17 9:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #1

8:43 お役立ち生活情報・お知らせ 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #25 9:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #18 11:00 お役立ち生活情報

9:00 お役立ち生活情報 8:43 お役立ち生活情報・お知らせ 11:00 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #19 11:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #1

9:30 韓国ドラマ「契約友情」2話連続 #3 9:00 お役立ち生活情報 12:30 お役立ち生活情報 13:00 お役立ち生活情報

11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 9:30 韓国ドラマ「契約友情」2話連続 #4 13:00 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #53 13:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #2

11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #4 11:01 お役立ち生活情報・お知らせ 14:30 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 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #5 15:00 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「テバク不動産」 #14 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「ドキドキ再婚ロマンス 子どもが5人！？」 #54 16:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #10

14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「テバク不動産」 #15 17:00 お役立ち生活情報 17:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

15:30 韓国ドラマ「恋するパッケージツアー～パリから始まる最高の恋～」 #8 14:47 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #11

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「恋するパッケージツアー～パリから始まる最高の恋～」 #9 18:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #8 19:17 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」 #11 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #12

19:00 お役立ち生活情報 17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #12 20:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #9 21:17 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」 #24 19:00 お役立ち生活情報 21:17 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」 #21

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」 #25 22:00 お役立ち生活情報 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #22

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #54 20:15 お役立ち生活情報 22:30 韓国映画「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 23:30 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」 #55 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＞ 0:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #23

22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」第1話先行放送 #1 21:30 お役立ち生活情報 2:05 韓国映画「KCIA 南山の部長たち」 0:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #24

23:31 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～」第1話先行放送 #1 4:15 お役立ち生活情報 1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #25

0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #3 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 4:45 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #9 2:15 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #18

1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #6 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #4 3:05 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #19

2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #7 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #7 3:55 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #20

3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #9 2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #8 4:45 お役立ち生活情報

3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #10

　　　　

2023/4/3 (月) 2023/4/4 (火) 2023/4/5 (水)

2023/4/6 (木) 2023/4/7 (金) 2023/4/8 (土) 2023/4/9 (日)

韓国ドラマ
「優雅な母娘（おやこ）」2話連続

2020年上半期・地上波ドラ
マ愛憎復讐劇視聴率１位！
韓流史上最も数奇な母娘の運
命を描く愛憎復讐劇！

★4/9(日) 11:30〜スタート
Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ 2019 KBS. All 
rights reserved

公式Twitter
番組情報をお届け♪

タイドラマ
「That's My Candy」

「Gen Y」のキムモン&コプ
ター主演！看護師×学生のケ
ンカから仲直りまでを描く
ファンタジーBL

★4/8(土) 早朝5:00〜スタート
©Rock Imaging International Co., Limited 
Distribute

４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「終極筆記」 #23 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #24 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #25

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 #19 5:55 新作ステーション ～「暗数殺人」 #1

6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #4 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #5 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #6

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 #19 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」 #26 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #27 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #28

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「ホン・チョンギ」 #15 9:30 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #16 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #1

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「ジャスティス2－検法男女－」 #6 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #7 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #8

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「ペントハウス3」 #11 13:30 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #12 13:30 韓国ドラマ「テバク不動産」 #16

15:01 お役立ち生活情報・お知らせ 15:01 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「恋するパッケージツアー～パリから始まる最高の恋～」 #10 15:30 韓国ドラマ「恋するパッケージツアー～パリから始まる最高の恋～」 #11 15:30 韓国ドラマ「恋するパッケージツアー～パリから始まる最高の恋～」 #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 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

17:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #21 17:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #22 17:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #23

※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」 #26 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #27 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #28

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」 #56 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #57 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #58

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「ホン・チョンギ」 #14 22:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #15 22:00 韓国ドラマ「ホン・チョンギ」 #16

23:14 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「ジャスティス2－検法男女－」 #5 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #6 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #7

1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #8 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #9 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #10

2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #38 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #39 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #40

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 #19 3:25 新作ステーション ～「暗数殺人」 #1

3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #11 3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #12 3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #13

5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #26 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #27 5:00 タイドラマ「That's My Candy」 #3 5:00 韓国映画「シークレット・ジョブ」

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 ～「暗数殺人」 #1 6:00 タイドラマ「That's My Candy」 #4 7:00 お役立ち生活情報

6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #7 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #8 7:00 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 ～「長沙里9.15」 #1 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 8:00 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #5

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「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #2 9:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #6

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #29 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #30 9:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #3 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 11:00 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #4 11:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #3

9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #1 9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #2 12:30 お役立ち生活情報 13:00 お役立ち生活情報

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 13:00 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #1 13:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #4

11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #9 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #10 14:30 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 15:00 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」 #1 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #2 15:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #2 16:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #15

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 17:00 お役立ち生活情報 17:17 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」 #1 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #2 17:30 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #16

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 18:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #13 19:17 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」 #13 17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #14 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #17

19:00 お役立ち生活情報 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「赤と黒」 #14 21:17 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」 #29 19:00 お役立ち生活情報 21:17 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」 #26

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」 #30 22:00 お役立ち生活情報 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #27

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #59 20:15 お役立ち生活情報 22:30 韓国映画「長沙里9.15」 23:30 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」 #60 0:30 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」 #28

22:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」第1話先行放送 #1 21:30 お役立ち生活情報 2:35 韓国映画「惑わす女～危険な同居～」＜R15＋指定＞ 0:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #29

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～」#1 4:40 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #10 1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #30

0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #8 23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 2:15 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #21

1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #11 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #9 3:05 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #22

2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #9 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #12 3:55 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #23

3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #14 2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #10 4:45 お役立ち生活情報

3:30 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #15

　　　　

2023/4/10 (月) 2023/4/11 (火) 2023/4/12 (水)

2023/4/13 (木) 2023/4/14 (金) 2023/4/15 (土) 2023/4/16 (日)

韓国ドラマ
「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」

チュ・ジフン×チョン・ジ
ヒョン主演！智異山で起こる
事件の真実を追うミステリー
ドラマ

★4/13(木) 9:30〜スタート
© ASTORY CO., LTD. & IQIYI INTERNATIONAL 
SINGAPORE PTE. LTD. All rights reserved.

公式Twitter
番組情報をお届け♪

韓国ドラマ
「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」

“韓流の貴公子”イ・ドンウク
主演！九尾狐と人間の女性が
織りなすファンタジーロマン
ス！

★4/12(水) 9:30〜スタート
© STUDIO DRAGON CORPORATION

４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「終極筆記」 #28 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #29 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #30

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 #20 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「ペントハウス3」 #9 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #10 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #11

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 #20 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」 #31 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #32 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #33

9:00 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「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #2 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～」 #4

11:01 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～」 #3 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #11 10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #13

12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #12 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 

13:30 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #13 12:47 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #3

15:01 お役立ち生活情報・お知らせ 13:30 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #14 14:31 お役立ち生活情報・お知らせ 

15:30 韓国ドラマ「契約友情」2話連続 #1 15:01 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」 #3

16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 15:30 韓国ドラマ「契約友情」2話連続 #2 16:46 お役立ち生活情報・お知らせ 

17:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #24 16:47 お役立ち生活情報・お知らせ 17:30 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #26

※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「君（あなた）になるあの日」 #25 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 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 19:00 お役立ち生活情報

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #31 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」 #33

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」 #32 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」 #61 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」 #63

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」 #62 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～」 #1 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～」 #3

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～」 #2 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 

0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #10 23:31 お役立ち生活情報・お知らせ 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #12

1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #13 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #11 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #15

2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #41 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #14 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #43

3:25 新作ステーション ～「大好きだから」 #1 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #42 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 韓国ドラマ「ミッシングナイン」 #16 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #20 3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #2

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #1

5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #31 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #32 5:00 タイドラマ「That's My Candy」 #5 5:00 韓国映画「KCIA 南山の部長たち」

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 ～「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 #1 6:00 タイドラマ「That's My Candy」 #6 7:00 お役立ち生活情報

6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #12 6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #13 7:00 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 ～「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 8:00 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #10

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「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #7 9:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #11

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #34 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #35 9:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #8 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 11:00 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #9 11:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #5

9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #3 9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #4 12:30 お役立ち生活情報 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 13:00 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #3 13:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #6

11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #14 11:30 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #15 14:30 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 15:00 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」 #4 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #5 15:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #4 16:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #3

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 17:00 お役立ち生活情報 17:17 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」 #4 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #5 17:30 お役立ち生活情報 18:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #4

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 18:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #1 19:17 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」 #15 17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #16 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #5

19:00 お役立ち生活情報 18:31 お役立ち生活情報・お知らせ 20:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #2 21:17 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」 #34 19:00 お役立ち生活情報 21:17 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」 #31

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」 #35 22:00 お役立ち生活情報 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #32

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #64 20:15 お役立ち生活情報 22:30 韓国映画「大好きだから」 23:30 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」 #65 0:35 韓国映画「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」 0:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #33

22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #2 21:30 お役立ち生活情報 2:45 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」 #34

23:31 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～」 #3 4:10 お役立ち生活情報 1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #35

0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #13 23:17 お役立ち生活情報・お知らせ 4:40 ほっとひといき♪～癒しの時間 by miro #11 2:15 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #24

1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #16 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #14 3:05 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #25

2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #11 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #17 3:55 中国ドラマ「君（あなた）になるあの日」 #26

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #3 2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #12 4:45 お役立ち生活情報

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #4

　　　　

2023/4/17 (月) 2023/4/18 (火) 2023/4/19 (水)

2023/4/20 (木) 2023/4/21 (金) 2023/4/22 (土) 2023/4/23 (日)

中国ドラマ
「可愛い秘書には野望がある」

タン・ソンユン×ケニー・リ
ン共演！オフィスバトルが恋
に発展！？大人のロマン
ティック・ラブコメディ

★4/24(月) 17:30〜スタート
© YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) 
CO.,LTD.

公式Twitter
番組情報をお届け♪

韓国映画
「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」

クォン・サンウ主演！！
迷える大人たちの笑いと
愛に満ちたトライアングル・
マリッジ・ラブコメディ！

★4/8(土) 22:30〜放送
© 2019 KTH & LITTLEBIG PICTURES & CINEMA 
WOOLIM. All Rights Reserved.

４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「終極筆記」 #33 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #34 5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #35

5:55 新作ステーション ～「シークレット・ジョブ」 #1 5:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #21 5:55 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #1

6:00 韓国ドラマ「ペントハウス3」 #14 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #1 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #2

7:25 新作ステーション ～「シークレット・ジョブ」 #1 7:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #21 7:25 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #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」 #36 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #37 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #38

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～」 #5 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #6 9:30 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #7

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「ジャスティス2－検法男女－」 #16 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #1 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #2

12:47 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 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～」 #1 13:30 韓国ドラマ「チング ～俺たちの伝説～」 #2 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #6

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「契約友情」2話連続 #3 15:30 韓国ドラマ「契約友情」2話連続 #4 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #6

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」 #1 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #2 17:30 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #3

※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」 #36 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #37 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #38

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」 #66 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #67 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #68

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～」 #4 22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #5 22:00 韓国ドラマ「九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～」 #6

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「ジャスティス2－検法男女－」 #15 0:00 韓国ドラマ「ジャスティス2－検法男女－」 #16 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #1

1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #18 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #19 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #20

2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #44 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #45 2:30 中国ドラマ「玉昭令」 #46

3:25 新作ステーション ～「シークレット・ジョブ」 #1 3:25 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #21 3:25 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #1

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #5 3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #6 3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #7

5:00 中国ドラマ「終極筆記」 #36 5:00 中国ドラマ「如意芳霏～夢紡ぐ恋の道～」 #1 5:00 韓国映画「暗数殺人」 5:00 韓国映画「ラブ・アゲイン 2度目のプロポーズ」

5:55 新作ステーション ～「シークレット・ジョブ」 #1 5:55 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #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「テバク不動産」 #3 6:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #4 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 ～「シークレット・ジョブ」 #1 7:25 新作ステーション ～「長沙里9.15」 #1 8:00 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #12 8:00 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #15

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「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #13 9:30 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #16

8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #39 8:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #40 11:00 韓国ドラマ「ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた」 #14 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 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 #7

9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #5 9:30 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #6 13:00 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #5 13:00 お役立ち生活情報

10:47 お役立ち生活情報・お知らせ 10:47 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 #8

11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #3 11:30 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #4 15:00 お役立ち生活情報 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 15:30 韓国ドラマ「優雅な母娘（おやこ）」2話連続 #6 15:30 お役立ち生活情報

13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #7 13:30 韓国ドラマ「MIRACLE／ミラクル」 #8 17:00 お役立ち生活情報 16:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #8

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 17:30 お役立ち生活情報 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」 #7 15:00 韓国ドラマ「刑務所のルールブック」 #8 18:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #6 18:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #9

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 19:17 お役立ち生活情報・お知らせ 19:17 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」 #17 17:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #18 20:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #7 20:00 韓国ドラマ「テバク不動産」 #10

19:00 お役立ち生活情報 19:00 お役立ち生活情報 21:17 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 

19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #39 19:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #40 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」 #36

20:15 お役立ち生活情報 20:15 お役立ち生活情報 22:30 韓国映画「シークレット・ジョブ」 22:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #37

20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #69 20:45 韓国ドラマ「崖っぷちの魔女たち」 #70 0:45 韓国映画「惑わす女～危険な同居～」＜R15＋指定＞ 23:30 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 2:50 韓国映画「長沙里9.15」 0:00 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #38

22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #4 22:00 韓国ドラマ「智異山＜チリサン＞～君へのシグナル～」 #5 4:50 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #4 0:45 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #39

23:14 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 4:55 3分リラックスメロディ～癒しの時間 by miro #5 1:30 韓国ドラマ「輝け！きらびやかなボクヒの人生」 #40

0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #2 0:00 韓国ドラマ「アイテム～運命に導かれし2人～」 #3 2:15 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #1

1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #21 1:30 中国ドラマ「一夜の花嫁～Pirates of Destiny～」 #22 3:05 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #2

2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #13 2:30 中国ドラマ「宮廷衛士の花嫁」 #14 3:55 中国ドラマ「可愛い秘書には野望がある」 #3

3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #8 3:30 韓国ドラマ「赤と黒」 #9 4:45 お役立ち生活情報

　　　　

2023/4/24 (月) 2023/4/25 (火) 2023/4/26 (水)

2023/4/27 (木) 2023/4/28 (金) 2023/4/29 (土) 2023/4/30 (日)

公式Twitter
番組情報をお届け♪

韓国ドラマ
「アイテム～運命に導かれし２人～」

チュ・ジフン×チン・セヨン
豪華共演！
＜隠された事件の秘密＞に挑む
極上のミステリーロマンス！

★4/25(火) 11:30〜スタート
ⓒ2019MBC

４月
アジアドラマチックTV（アジドラ）
番組放送開始時刻表

中国ドラマ
「可愛い秘書には野望がある」

タン・ソンユン×ケニー・リ
ン共演！オフィスバトルが恋
に発展！？大人のロマン
ティック・ラブコメディ

★4/24(月) 17:30〜スタート
© YOUKU INFORMATION TECHNOLOGY(Beijing) 
CO.,LTD.
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