2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約120本

ＫＢＳ Ｗｏｒｌｄ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

配信中

字幕／第5話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

配信中

字幕／第6話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第007話

配信中

字幕／第7話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の夢
- 第008話

配信中

字幕／第8話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

君は僕の運命 第165話

配信中

字幕／第165話／アメリカへ渡る決心をしたホセとセビョク。離陸直前の機内でミオクから、ミンジョン
が倒れて病院に運ばれたことを聞き動揺する。2人は渡米を取りやめ、戻ったホセは病院に駆け付
けるが、病床のミンジョンにセビョクとは別れてほしいと告げられてしまう。眠る母の横で1人悲しみに
涙するホセ。一方、ユニの父に対する気持ちを知りテヨンは…。

配信中

字幕／第166話／病院の中庭に深刻な面持ちでセビョクを呼出すホセ。そこで、ホセに別れてほしい
と告げられたセビョクは納得できず理由を問い詰める。ホセはミンジュンは白血病でセビョクと別れる
ことが最後の願いだと明かす。ミンジョンはホセの離婚宣言を知り手続きを進めようとするが…。セ
ビョクはやはり納得が出来ず悩んだ末にホセの元を訪れる。

君は僕の運命 第167話

配信中

字幕／第167話／ロハス社の株主総会が開かれる。経営陣の席にはカン会長、ミンジョンの姿があ
る。そこに姿を現したミオク。株主総会後ミオクのとった行動に焦ったミンジョンは病院には戻らず帰
宅し、頻繁に外出をするようになる。ミオクはミンジョンに呼び出され、セビョクに株を譲渡する条件を
出す。

君は僕の運命 第168話

配信中

字幕／第168話／ホセから自分の病気が白血病であると知らされ、ショックを受けるミンジョン。そん
な母の姿を目にしてユリもまた動揺してしまう。そんなユリをセビョクは家族なら助け合うべきだと叱
咤激励する。一方、最近ミオクの様子がおかしい事に気付いたヨンスク。ミオクのセビョクへの思いを
くみ、2人だけで会えるように取り計らう。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
28話

配信中

字幕／第28話／タムドクは自ら天軍を率いて、契丹の迎撃に向かう途中謎の男と合流する。謎の男
は敵を追い払った後、いきなりタムドクに襲い掛かるも事なきを得る。ファンフェは男に対して不信感
を抱くが、タムドクは天軍の一員として迎えることに…。そして、謎の男はひとりで城門を開け…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
29話

配信中

字幕／第29話／タムドクたち天軍の使命は、コム大将軍たちが大勢を整えるまで、契丹軍の真の狙
いである扶余城への到着を少しでも遅らせること…。連日、契丹軍はタムドクたちの奇策に疲労困
憊の状態に陥る。そんな中、契丹陣営に忍びこんでいたソルドアンの妹ソルチは…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
30話

配信中

字幕／第30話／タムドクは契丹の大族長タダルに、首長同志の決闘を申し出る。死闘の末タダルを
倒し、契丹を属国として降伏させて、国内城に凱旋する。一方、ケヨンスはサガルヒョン（ソロク）が、
未だタムドク殺害を果たせないことに腹を立て、サガルヒョンに最後のチャンスを与える。

笑ってトンへ 第101話

配信中

字幕／第101話／ホテル会長夫妻が帰国しヘスクたちは狼狽する。会長夫人は娘の行方を尋ねる
がヘスクは依然行方が分からないと言う。一方、トンヘの職探しをユジンが目撃し…。

タイトル
TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第005話

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第006話

君は僕の運命 第166話
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配信
開始

内容

笑ってトンへ 第102話

配信中

字幕／第102話／執念を燃やすドジンはトンヘたちの居場所を掴むが、ピルチェと鉢合わせし怪我を
する。怒ったヘスクはカンジェ夫妻を告訴する。一方、ユジンの母親の店を手伝うトンヘだったが…。

笑ってトンへ 第103話

配信中

字幕／第103話／ユジンの母親の店に手帳を忘れた会長夫人は再び店を訪れるが、そこで体調を
崩してトンヘが助けることに。ピルチェはドジンを傷つけた事を謝罪するが、工場に届いたのは提携
破棄の書類だった。

笑ってトンへ 第104話

配信中

字幕／第104話／提携契約の破棄で窮地に陥ったカンジェの工場の様子をユジンから伝え聞いたト
ンヘは料理対決の決勝戦に参加することを決意するのだった…。

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第009話

配信中

字幕／第9話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨て
られ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前を
「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られな
い漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第010話

配信中

字幕／第10話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第011話

配信中

字幕／第11話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第012話

配信中

字幕／第12話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

ゆれながら咲く花 第09話

配信中

字幕／第9話／フンスは自分とナムスンを危機に陥らせたジョンホにもう止めろと警告する。一方父
母たちは授業方式を受験形に統一しろと圧迫、校長は学歴評価の結果により最も困る人はインジェ
になると警告する。

ゆれながら咲く花 第10話

配信中

字幕／第10話／倉庫に閉じ込められたナムスンはフンスに素直な心の話を打ち明け始めるが、いき
なり事故が起こってしまう。大学入試を控えて疲れている2組の生徒たち。一方ハギョンとガンジュは
けんかをし、ミンギは誰にも話せない秘密のせいで苦しむことになる。

ゆれながら咲く花 第11話

配信中

字幕／第11話／ナムスンは転学を決めフンスには内緒にしてほしいと頼む。ジョンホを探しに行った
インジェとセチャンはジョンホの貧しい暮らしを目撃する。そして学校に戻らないと言い張るジョンホを
説得する。

ゆれながら咲く花 第12話

配信中

字幕／第12話／ハギョンとガンジュはまだ仲直りせず、ハギョンのせいでガンジュはケガをする。ナ
ムスンはインジェを戻すために努力するがこの過程でミンギは認めたくない事実に出くわす。一方、
先輩たちに借金があるジョンホは乗り気がしないことを無理矢理やらせるのだが…。

配信中

字幕／第37話／スヨンとテボムが職場で、結婚していることを隠していることを知ったヨギュンは大激
怒。さらにヘリョンの存在に更に怒りが増すヨギュンを、仕事の仲間だとスヨンがテボムをかばう。し
かし、ヨギュンは2人に離婚するようにせまり…。一方、パーティーに出席するためおしゃれをして出
勤したヨウンだったが、恋人同伴のパーティーだと知り行けずに悲しむ。

タイトル

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第37話
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配信
開始

内容

配信中

字幕／第38話／悩んだ末にテボムは、新番組を降りる決断をする。そんなテボムに感謝するスヨン
だったが、自分のことを愛してくれていないテボムにショックを受ける。後日、ヘリョン母とヘリョンと一
緒にテボムが居るところを目撃してしまったスヨンとヨギョン。我慢の限界を超えたヨギョンは、テボム
の荷物をまとめファン家に乗り込み…。

配信中

字幕／第39話／スヨンは2人の両親の前で、テボムとの契約結婚の事実を打ち明けてしまった。2人
が契約結婚だったという事実に、両親たちは大騒ぎ。一方、スヨンとお腹の子供のことに、無関心す
ぎたことをテボムは反省する。テボムは心を入れ替えスヨンと仲直りをするため、夕飯を作りスヨンの
帰りを待つのだが…。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第40話

配信中

字幕／第40話／スヨンとの距離を縮めようと努力するテボム。しかし、ことごとくスヨンが無視をする
ため困惑するテボム。そんなある日、スヨンが職場で母子手帳を落としてしまい、妊娠していることが
社内に広まってしまう。さらに、父親は部長だと騒ぐ社員たちに耐えかねたテボムは…。一方、チャ
ウンはテヒに母親の遺言を伝えようとしている、ジェハの話をしようとするが…。

王（ワン）家の家族たち 第13話

配信中

字幕／第13話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

王（ワン）家の家族たち 第14話

配信中

字幕／第14話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

王（ワン）家の家族たち 第15話

配信中

字幕／第15話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

配信中

字幕／第16話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

君は僕の運命 第169話

配信中

字幕／第169話／映画館でミオクはセビョクと2人だけの時間を過ごすも、気を失って倒れてしまう。
救急車を待つなか忘れ物を取りに戻っている間にミオクは意識を取り戻し、その場から姿を消してし
まう。ミオクの姿を探しながら実家へ帰るも姿がみえない。振り回されたと憤りを感じるが、ミオクもま
たミンジョン同様白血病を患っていた。一方、ミンジョンの入院治療も始まる。

君は僕の運命 第170話

配信中

字幕／第170話／骨髄検査の結果、ミンジョンとセビョクの骨髄が一致する事がわかったが、ミンジョ
ンは移植をためらう。ミオクの部屋で見つけた薬のビンをみて不審に思ったヨンスクは彼女も白血病
を患っていることを知る。セビョクには言わないでほしいというミオクにヨンスクは心を痛める。一方、
ミンジョンはアメリカにいる自分の妹とも適合したと知り喜ぶが…。

君は僕の運命 第171話

配信中

字幕／第171話／セビョクのもとに病院から他に骨髄を必要とする人がいると連絡が入る。一方、ミ
オクにも移植適合者が現れたことを聞き、すぐにでも骨髄提供を決める。移植適合者がセビョクと知
らずに喜ぶミオクだったが…。その頃アメリカにいるミンジョンの妹へ骨髄提供を依頼するも拒否され
断られてしまい落胆するホセ。

配信中

字幕／第172話／ミンジョンの病気のことで頭がいっぱいのセビョク。そんな時にヨンスクからミオク
の病名が白血病と告げられ動揺を隠せないセビョク。少しずつ心を開き始めたセビョクを感じ、嬉し
涙を流すミオク。一方、セビョクが家族の面倒を見てくれているとユリから聞いてひどく腹をたてるミン
ジョン。

配信中

字幕／第173話／病院で医師にすがりつくミオクの姿をみて事実を知ったセビョク。自分が骨髄提供
を断った患者がミオクだったのだ。セビョクに病気の事実を知られたミオクはその場から逃げだした。
その後をセビョクも追うが…。一方、移植手術の前にホセのもとにミンジョンへ骨髄提供は出来ない
とセビョクから連絡が入る。ミオクの事情を知ったホセは…。

タイトル
烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第38話

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第39話

王（ワン）家の家族たち 第16話

君は僕の運命 第172話

君は僕の運命 第173話
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広開土太王（クァンゲトテワン） 第
31話

配信中

字幕／第31話／サガルヒョンは父であるサガルン将軍が無念の死を遂げたと信じ、高句麗に仇を打
とうとしていた。しかし、タムドクから父の死の真実を聞いたサガルヒョンは…。一方、朝廷ではタムド
クの婚儀問題が建議され、太子妃候補としてトヨンに白羽の矢が立てられる。タムドクを慕いながら
も、父の真意を知るトヨンは…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
32話

配信中

字幕／第32話／百済に潜入したコウンは、後燕と百済の密約阻止も束の間、百済王の甥のアシン
が両国の密約を成立させてしまう。一方、タムドクは国内城を離れようとするトヨンを引き止め、辛く
険しい道を決意する…。そして、タムドクとトヨンの婚礼の日、百済軍襲来の報告が届く…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
33話

配信中

字幕／第33話／南方からは百済軍が襲撃し、引き続き北方からは後燕が来襲。サガルヒョンの活
躍で百済軍を制圧しするが、アシンの策略により前線が劣勢だという偽の書簡が伝えられ…。タムド
クは王の体調不良、コム大将軍の劣勢、広がる民の不安を考慮し、仕方なく自らが後燕に赴き…。

笑ってトンへ 第105話

配信中

字幕／第105話／ヘスクとドジンはトンヘの番組への出場を認めようとしないが、会長の一声で出場
が可能になり、トンヘは見事優勝。その様子をTVで見たキム・ジュンはトンヘを探し出すが…。

笑ってトンへ 第106話

配信中

字幕／第106話／ヘスクからキム・ジュンとの夫婦関係、トンイとの因縁を聞いた会長は激怒する。
カンジェ一家はホテルに頼らず工場を続けることを決意しトンヘたちを呼び戻そうとする。

笑ってトンへ 第107話

配信中

字幕／第107話／トンヘたちはカンジェの家に戻り工場を手伝うことに。ある日トンヘの携帯に会長
からかかってきた電話をとったアンナはホテルに呼び出されるが、そこで偶然キム・ジュンに出会う。

笑ってトンへ 第108話

配信中

字幕／第108話／会長に叱責されたアンナはホテルから逃げるがマルソンの車に前に飛び出してし
まう。アンナに興味をもったマルソンは生き別れの娘の面影をアンナに重ねるのだった。

棚ぼたのあなた 第29話

配信中

字幕／第29話／行方不明になった日の記憶を全て思い出したグィナムは、ヤンシルに直接会い理
由を問う。しかし、ヤンシルに記憶が間違っていると否定され…。一方、チョンエとマンレは、妊娠初
期のユニの身体が心配で仕方なかった。そこで、ユニが担当しているドラマの撮影現場へ見学しに
向かう。

棚ぼたのあなた 第30話

配信中

字幕／第30話／ユニのライバルプロデューサーがユニが妊娠していることを嗅ぎ付け、社内で公表
してしまう。その噂は社長の耳にまで入ってしまう。社長に呼び出されたユニは、退職を告げらてしま
い…。一方、ジャングンの家庭教師をすることになったセグァン。しかし、ジャングンの頭が悪さが予
想以上だったため、セグァンはお手上げ状態だった。

棚ぼたのあなた 第31話

配信中

字幕／第31話／どうしてもマルスクと仲良く出来ないユニは、衝突ばかり繰り返していた。チョンエや
マンレからは、マルスクに対する態度を改めてほしいと言われ、グィナムまでマンレたちの肩を持っ
たためユニはガッカリする。グィナムは妻と実家の板ばさみに悩んでいたが、セグァンをボン家の食
事に招いたことで、このピンチを乗り切る。その頃マルスクは…。

配信中

字幕／第32話／ユニはグィナムが何に悩んでいるか直接聞くことにした。30年前の行方不明になっ
たのは、誰かが意図してだったのかもしれないと、グィナムから聞いたユニは…。一方、イスクはギュ
ヒョンからパーティーに招待される。着ていく洋服がないイスクはユニにお願いし、服も髪型もステキ
な女性に大変身する。そのままギュヒョンとの待ち合わせ場所に向かうが…。

配信中

字幕／第1話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラプストーリー！

タイトル

棚ぼたのあなた 第32話

天使の罠 第001話

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約120本

ＫＢＳ Ｗｏｒｌｄ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

配信中

字幕／第2話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラプストーリー！

配信中

字幕／第3話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラプストーリー！

天使の罠 第004話

配信中

字幕／第4話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラプストーリー！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第013話

配信中

字幕／第13話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第014話

配信中

字幕／第14話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第015話

配信中

字幕／第15話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

配信中

字幕／第16話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

君は僕の運命 第174話

配信中

字幕／第174話／子供の幸せをお互い考えようと、病室を訪ねミンジョンに話すミオク。ホセと共に家
に戻るも、ミオクとミンジョンの骨髄移植のことで思い悩むセビョク。悩むセビョクのもとに骨髄移植は
ミンジョンにするようにと、ミオクから連絡が入る。一方、ミンジョンはある不安にかられ病室を抜け出
し家に戻ってみると…。

君は僕の運命 第175話

配信中

字幕／第175話／セビョクからミンジョンへの移植手術が行われ無事に成功した。セビョクは退院後
キム家で静養することになった。妹の血液型はA型だったはずだが、骨髄提供者の血液型が違うこ
とを知り、不信感を持つミンジョン。経過も良好で退院したミンジョンはアメリカにいる妹に骨髄提供
にお礼のため電話をかけたのだが…。

君は僕の運命 第176話

配信中

字幕／第176話／骨髄提供者であるセビョクに、なぜ実母であるミオクではなく自分に骨髄提供をし
たのか、何か狙いがあるのかと問い詰めるミンジョン。そんなミンジョンに対してセビョクはミオクの願
いだと明かす。一方、ロハス社では第2位の大株主による乗っ取り騒動が起きていた。最近株を買い
増していて怪しいと、警戒していた矢先の騒動だった。

配信中

字幕／第177話／セビョクを呼び出し、様々な契約書を並べる弁護士。その頃、ロハス社の危機を
知ったミオクは株主総会へ向かうも運転がままならなくなり、セビョクを自分の代理人に指名し、出席
させる。一方、ミオクへの骨髄提供を頼むためアメリカにいる妹を訪ね必死に説明し、そして骨髄移
植の承諾を得るミンジョン。その朗報はミオクへも早速伝えられた。

配信中

字幕／第178話／大事なお願いをするためにミンジョンと会っていた最中に意識不明で倒れるミオ
ク。セビョクは病院へ運ばれたと聞き、急いで駆け付ける。ヨンスクとミンジョンにセビョクを託し、セ
ビョクには謝罪と心から愛していると伝え、静かにミオクは息を引き取った。それから1ヵ月が経ち、
家族にはそれぞれ変化が起きていた。

タイトル
天使の罠 第002話

天使の罠 第003話

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第016話

君は僕の運命 第177話

君は僕の運命 第178話（最終話）

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約120本

ＫＢＳ Ｗｏｒｌｄ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル

配信
開始

内容

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
34話

配信中

字幕／第34話／アシン率いる百済軍は王に援軍を要請するも、身勝手な行動に腹を立て援軍をお
くろうとせず、撤退を余儀なくされてしまう。一方、後燕との協議に挑むタムドクは、見事な作戦で高
句麗側に有利に進める。だが、ケヨンスが王の病状が記された書簡をモ・ヨンスに届けてしまい…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
35話

配信中

字幕／第35話／妹タムジュを後燕の皇太子妃として嫁がせること。それが、後燕の協和の条件だっ
た。あまりの衝撃で王宮を抜け出すタムジュ。しかし、そこで見た民の生活の実態を知り、後燕との
婚姻同盟を受け入れる決心をする。一方、コウンとトヨンはケヨンスが王の病状を密告したと知り…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
36話

配信中

字幕／第36話／婚姻道同盟のため後燕を訪れたタムドクたち。皇帝モ・ヨンスと同等の立場で接す
るタムドクに、怒りを覚えたモ・ヨンボは、宴席で剣舞を利用して、タムドク暗殺を企みる。さらに、モ・
ヨンボは妃となるタムジュからも、皇太子としての心が狭いとなじられることに…。

笑ってトンへ 第109話

配信中

字幕／第109話／料理対決の賞金がトンヘの口座に振り込まれ、工場は窮地を脱する。マルソンは
アンナの話が気にかかりセワに取次を頼むが、怪しんだセワは同行を申し出るのだった。

笑ってトンへ 第110話

配信中

字幕／第110話／トンヘたちはキムチの街頭販売を始めるが、偶然通りかかったマルソンはアンナ
から連絡をするようトンヘに言い残す。一方、セワはドンベクがアンナであることに気付くが…。

笑ってトンへ 第111話

配信中

字幕／第111話／ドジンからの離婚訴訟の訴状がセワの元に届く。セワはドジンを問いただすが、ド
ジンは明確な回答をせず、怒ったセワはトンヘに全てを話そうとする…。

笑ってトンへ 第112話

配信中

字幕／第112話／会長夫人はアンナと接触し、両親と生き別れた際の話を聞こうとするがセワに邪
魔されてしまう。帰ったアンナが夫人との話をトンヘに話すと、トンヘはアンナと会長夫妻の関係の符
合に驚くのだった。

天使の罠 第005話

配信中

字幕／第5話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラプストーリー！

天使の罠 第006話

配信中

字幕／第6話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラプストーリー！

天使の罠 第007話

配信中

字幕／第7話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラプストーリー！

配信中

字幕／第8話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラプストーリー！

10月1日～

字幕／第17話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

天使の罠 第008話

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第017話

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約120本

ＫＢＳ Ｗｏｒｌｄ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始
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10月1日～

字幕／第18話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

10月1日～

字幕／第19話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第020話

10月1日～

字幕／第20話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

いとしのソヨン 第01話

10月1日～

字幕／第1話／ソヨンはダメな父親のせいで、いくつもバイトを掛け持ちしながら、弟のサンウと支え
あいながら生活をしていた。一方、資産家の長男であるウジェは軍隊を除隊し家に戻ろうとしてい
た。そんな中、バイトに明け暮れるソヨンのもとに、母親が倒れたという連絡を受ける。急いで病院に
向かおうとするソヨンだったがタクシーが捕まらず…。

いとしのソヨン 第02話

10月1日～

字幕／第2話／ソヨンは家庭教師のバイトを紹介された家に向かうとそこには…。一方、サンウはバ
イト中に事故現場に遭遇しミギョンと出会う。さらにその夜、道端で泥酔して眠っているホジョンを見
つけ家に連れて帰る。目を覚ましたホジョンは見覚えのない部屋に誘拐されたと勘違いし不安にな
る。そして、サンウを誘拐犯だと思い込み大暴れするが…。

いとしのソヨン 第03話

10月1日～

字幕／第3話／ホジョンはサンウにお礼をいうためにプレゼントを持って屋根部屋を訪れる。一緒に
食事をしたときに胃がもたれてしまったホジョンをサンウが助ける。そんなサンウに心が一瞬にして
奪われてしまったホジョンは…。一方、ソンジェの我がままをうまく操りながら勉強を教えるソヨン。そ
んなソヨンにソンジェ父は、住み込みで家庭教師のバイトをして欲しいというが…。

いとしのソヨン 第04話

10月1日～

字幕／第4話／常にサンウのことを考えてしまって何も手につかないホジョンは、サンウに会うため
偶然を装い大学に行って再会を果たす。しかしサンウは…。一方、住み込みで家庭教師を始めたソ
ヨンはカン家の皆と一緒に食事をとろうとしない。ウジェはそんなソヨンを心配し食事に連れ出すが、
ソヨンに冷たくあしらわれてしまう。

ゆれながら咲く花 第13話

10月1日～

字幕／第13話／セチャンは論出大会の問題流出のことで奔走する。借金を返せなかったジョンホは
不良に殴られ、ナムスンはジョンホを助けるためある決断をする。その結果2組はもめごとになるの
だが…。

ゆれながら咲く花 第14話

10月1日～

字幕／第14話／ジョンホを助けるため遅刻費を使ったことがばれた上、盗難事件まで起こり、2組は
大騒ぎになる。一方ナムスンは忘れようとしていた過去の記憶から現実と向き合うと決心するのだが
…。

ゆれながら咲く花 第15話

10月1日～

字幕／第15話／へソンのなくなった携帯が物箱に戻ってくるが犯人は2組にいると噂になる。一方セ
チャンは偶然、携帯事件の真犯人を知ることになる。

ゆれながら咲く花 第16話（最終
話）

10月1日～

字幕／第16話／ジョンホに済まないと思ったハギョンは「学校暴力委員会」を防ぐためにある計画を
立つ。過去のつらい思い出に苦しんでいたセチャンは辞表を用意し、ジョンホを見るインジェは心が
痛む。

10月1日～

字幕／第41話／テヒが犯人を追っている最中、背後から襲われそうになったところを、ジェハがテヒ
をかばってケガをしてしまう。病院に運ばれたジェハに付き添うテヒ。そんなテヒに母親の遺言を伝え
るジェハ。一方、離婚に反対するテボムだったが、スヨンのことを愛していると言えず、スヨンとの溝
はさらに深まってしまう。
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10月1日～

字幕／第42話／ジェハに母親の遺品を取りに来るように言われたテヒ。チャウンは迷っているテヒの
背中を押す。そして、毎年テヒの誕生日に買っていた靴と、添えられたメッセージを目にしたテヒは、
溢れ出てくる涙を抑えることができなかった。一方、チャンシクはテヒの実の父親をひき逃げした犯人
が捕まっていないことを知り…。

10月1日～

字幕／第43話／ボクチャは過労から体調が優れない。チャウンはそんなボクチャを心から心配し病
院に連れて行く。チャウンの優しさが嬉しいボクチャだったが、チャウンの父イノが犯人だと知るチャ
ンシクは、チャウンにきつく当たってしまう。そんな中、チャウンはニュース番組に、父イノに似た男が
映っていたことに気付き…。

烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち
第44話

10月1日～

字幕／第44話／チャウンはテヒの彼女として、ファン家の皆に紹介される。ボクチャとガムニョン、兄
弟たちもチャウンがテヒの彼女と知り喜ぶ。家族から祝福されるテヒとチャウンだったが、チャンシク
だけは2人の仲を認めようとせず…。一方、テボムはスヨンが階段で転んだという知らせに、なりふり
構わず病院に駆けつけると、そこには…。

王（ワン）家の家族たち 第17話

10月1日～

字幕／第17話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

王（ワン）家の家族たち 第18話

10月1日～

字幕／第18話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

王（ワン）家の家族たち 第19話

10月1日～

字幕／第19話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

王（ワン）家の家族たち 第20話

10月1日～

字幕／第20話／チョワールド（妻の実家で暮らす夫の世界）を描いたホームドラマ。三世代が一同に
暮らす王（ワン）家。夫の会社が破産したことで実家に戻ってきた長女夫婦、ニートの夫を持つ次女
夫婦。今まで手のかからない娘だった三女も、小説家を目指すために教師を辞めてしまう。そんな三
姉妹の住む家庭で次は一体何が起こるのか…？

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
37話

10月1日～

字幕／第37話／モ・ヨンボはプンバルに、タムドクを殺す大義名分を作るように指示を出す。後日、
高句麗の流民村にサガルヒョンと名乗る男が現れ…。一方、モ・ヨンボとタムジュの婚姻が終わり、タ
ムドクはモ・ヨンスの誘いで後燕領内の視察に出かける。その途中刺客に襲撃されたタムドクは…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
38話

10月1日～

字幕／第38話／偽の伝令により皇宮から脱出したトヨンは、途中マルガリ軍の襲撃にあってしまう。
しかし、マルガリ族の娘・ソルチの助けで逃げ延びるが、崖から足を滑らせ行方不明になってしまう。
一方、事態を知ったタムドクは、後燕の幕営を抜けだしてトヨンの捜索に向かう途中…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
39話

10月1日～

字幕／第39話／モ・ヨンヒは投獄された百済の使臣プヨホンの主張に納得し、暗殺事件とは無関係
とし放免される。さらに、モ・ヨンスはこれまでのタムドクの言動から、タムドク以外の誰かが、自分を
狙っているのではないかと疑う。一方、トヨンは間一髪のところで百済のアシンに助けられ…。

笑ってトンへ 第113話

10月1日～

字幕／第113話／テボンキムチはTV通販に進出することになるが、ドジンはこれを妨害しようとす
る。そんな中、養子縁組センターからドンベクの行方が分かったとの知らせが…。

笑ってトンへ 第114話

10月1日～

字幕／第114話／ドンベクは亡くなっていると聞かされた会長夫人は倒れてしまう。マルソンを慕うア
ンナたちはお見舞いに行くことに。一方、キムチのTV通販はドジンの妨害で暗礁に乗り上げてしま
う。
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笑ってトンへ 第115話

10月1日～

字幕／第115話／ドンベクの死は誤報だった。焦ったヘスクはセワに本物のドンベクを知っている証
拠を持ってきたら訴訟は取り消すと言い泳がせることに。

笑ってトンへ 第116話

10月1日～

字幕／第116話／養子縁組センターから、ドンベクは障がい者かもしれないとの情報が入る。それを
知ったヘスクはいいようのない不安を感じるのだった…。

棚ぼたのあなた 第33話

10月1日～

字幕／第33話／ヤンシルから30年前の事件の真相を聞くことが出来たグィナム。しかしヤンシル
は、罪を認めながらも自分のほうが地獄を味わっていたと主張する。そんな姿にグィナムは、今まで
抑えていた感情を涙ながらにヤンシルにぶつける。車の陰から2人のやり取りを見ていたユニは、そ
の夜、元気のないグィナムを優しく励ます。そんなユニの優しさに触れたグィナムは…。

棚ぼたのあなた 第34話

10月1日～

字幕／第34話／ユニはグィナムが行方不明になった真実を、家族に伝えるべきか思い悩んでいた。
一方、今まで誕生日を祝ってもらったことのないイスクのために、ジェヨンはお店で誕生日パーティー
を計画する。イスクの喜ぶ笑顔に大満足のジェヨンだったが…。後日、チェヨンの還暦のお祝いをす
るためにホテルで食事会を開くことになり…。

棚ぼたのあなた 第35話

10月1日～

字幕／第35話／セグァンとマルスクは、チョンエの還暦祝いの席でお互いが姻戚だとはじめて知り
動揺を隠せない。しかし、とっさに初対面のふりをする2人だったが…。一方、テレビ出演をしたユン
ビンだったが、理不尽な編集のせいで汚名をきせられていた。どうにかして汚名返上したいイルスク
は…。

棚ぼたのあなた 第36話

10月1日～

字幕／第36話／ジャンスはグィナムからヤンシルの罪を聞き出し、真偽を問いただす。しかし、開き
直ったジョンフンに失望し兄弟の縁を切ろうとし…。翌日、チョンエは旅行に出かけ、1週間のプレゼ
ント休暇を海の見えるホテルで贅沢な時間を過ごす。一方、イルスクはプロデューサーにユンビンへ
の謝罪会見を開くように掛け合うが…。

10月1日～

字幕／第9話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生き
ていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つの
か。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦がす
愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラブストーリー！

天使の罠 第010話

10月1日～

字幕／第10話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生
きていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つ
のか。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦が
す愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラブストーリー！

天使の罠 第011話

10月1日～

字幕／第11話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生
きていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つ
のか。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦が
す愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラブストーリー！

天使の罠 第012話

10月1日～

字幕／第12話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生
きていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つ
のか。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦が
す愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラブストーリー！

10月15日～

字幕／第21話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

10月15日～

字幕／第22話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！
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10月15日～

字幕／第23話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

10月15日～

字幕／第24話／真の漢方医への夢を叶えていく少女の心温まる成長ストーリー！幼い頃家族に捨
てられ、死の境目で偶然口にした山参（サンサム）により命を助けられたことをきっかけに、自ら名前
を「サムセン（参生）」に変えた少女。その名前に刻まれた特別な人生を通し、他のドラマでは見られ
ない漢方の話や、人間と病、そして人生の意味を探っていく！

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
40話

10月15日～

字幕／第40話／タムドクによる作戦会議の最中、トヨンの救出に関する事を何一つ語らないタムドク
に疑問を抱き、コウンはその場を立ち去ってしまう。そして、後燕では窮地に陥ったプンバルが獄内
の高句麗流民らを…。一方、高句麗王宮にはタムドクが後燕で大逆罪を犯したという情報が伝わ
る。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
41話

10月15日～

字幕／第41話／プンバルは後燕の皇宮に現れた、タムドクを捕えようとしたその時、モ・ヨンスが現
れ、タムドクの身の潔白を証明する。しかし、真犯人の究明とトヨンの発見は、叶わぬままに終わる。
一方、モ・ヨンスの元へ届いた密書を読むタムドク。そこには、ケヨンスの謀反を知らせる…。

広開土太王（クァンゲトテワン） 第
42話

10月15日～

字幕／第42話／ケヨンスは高句麗王宮を掌握し、敵対勢力のケピルやコチャンを罪人に仕立て上
げる。王と王妃はファンフェに連れられ、なんとか王宮から脱出する。その頃ケヨンスは、タムドクを
逆賊として討伐の密命を、各地の城主たちに出す。一方、トヨンは百済のアシンたちに別れを告げ
…。

笑ってトンへ 第117話

10月15日～

字幕／第117話／スルニョはセワに頼まれアンナの思い出の服を盗み出し、セワはそれを持ってホ
テルに向かう。疑いを強めていたヘスクの前に、アンナの服を持ったセワが現れて…。

笑ってトンへ 第118話

10月15日～

字幕／第118話／アンナがドンベクであることを確信したヘスクは、セワを味方にするため家に呼び
戻すことに。一方、キムチのTV通販の放送を控え、現場は波乱含みの状況だった。

笑ってトンへ 第119話

10月15日～

字幕／第119話／突然戻ってきたセワに、会長夫妻は喜ぶが、キム・ジュンとドジンは混乱するばか
り。キムチのTV通販の放送当日、アンナは新聞で…。

笑ってトンへ 第120話

10月15日～

字幕／第120話／TV通販でテボンキムチは予定量を完売する。スルニョは新聞広告を見てアンナが
ドンベクと気づき、アンナの歯ブラシを盗む。セワはそれをDNA鑑定にかけようとするが…。

天使の罠 第013話

10月15日～

字幕／第13話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生
きていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つ
のか。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦が
す愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラブストーリー！

10月15日～

字幕／第14話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生
きていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つ
のか。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦が
す愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラブストーリー！

10月15日～

字幕／第15話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生
きていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つ
のか。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦が
す愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラブストーリー！

タイトル
TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第023話

TV小説 少女サムセン -漢方医の
夢- 第024話

天使の罠 第014話

天使の罠 第015話

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約120本

ＫＢＳ Ｗｏｒｌｄ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
天使の罠 第016話

配信
開始

内容

10月15日～

字幕／第16話／天使になりたかったが、人生の片翼同様だった血縁を失い、不完全な翼一つで生
きていくことになる女。残った翼をも捨て悪魔になるのか、それとも真の愛の翼を手に再び飛び立つ
のか。見習い修道女からヤヌスのような悪女に変身する女と、世間知らずの財閥三世から胸を焦が
す愛の聖者に生まれ変わる男の、ドラマチックなラブストーリー！

