2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約85本

Mnet 韓流見放題

※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

【KPOP】Mcountdown（CNBLUE 他出演）
2017年03月23日韓国生放送

配信中

字幕／2017年03月23日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdown（GOT7 他出演）
2017年03月16日韓国生放送

配信中

字幕／2017年03月16日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdown（PRODUCE 101
（シーズン2） 他出演） 2017年03月09日
韓国生放送

配信中

字幕／2017年03月09日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdown（TWICE 他出演）
2017年03月02日韓国生放送

配信中

字幕／2017年03月02日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
237

配信中

字幕／＃237 Red Velvet、CLC 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！Mcountdown
の生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪れ、その日の出
来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、イチオシ番組！

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
238

配信中

字幕／＃238 防弾少年団、TWICE 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！
Mcountdownの生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪
れ、その日の出来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、
イチオシ番組！

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
239

配信中

字幕／＃239 TWICE、Lovelyz 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！Mcountdown
の生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪れ、その日の出
来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、イチオシ番組！

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
240

配信中

字幕／＃240 GFRIEND、BTOB 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！Mcountdown
の生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪れ、その日の出
来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、イチオシ番組！

Get it Beauty（2015）＃085

配信中

字幕／＃85 老顔脱出作戦！童顔になるためのメイクアップ法／すべての女性にとって“美”は
永遠のテーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事や
運動、生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃086

配信中

字幕／＃86 かわいく撮れる自撮り（セルカ）ノウハウ！／すべての女性にとって“美”は永遠の
テーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事や運動、
生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃087

配信中

字幕／＃87 一人でもできるセルフヘアスタイリング法！／すべての女性にとって“美”は永遠の
テーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事や運動、
生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃088

配信中

字幕／＃88 正しいケア方法を学んで毛穴ゼロの肌を目指そう！／すべての女性にとって“美”
は永遠のテーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事
や運動、生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃089

配信中

字幕／＃89 1泊2日の済州島ビューティーキャンプ！（1）／すべての女性にとって“美”は永遠の
テーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事や運動、
生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

タイトル

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約85本

Mnet 韓流見放題

※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

Mnet ライブ ＃279 SE7EN

配信中

字幕／＃279 SE7EN／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アーティ
ストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POPの
全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃280 キュヒョン

配信中

字幕／＃280 キュヒョン／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アー
ティストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POP
の全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃281 青春！制服ステー
ジ特集

配信中

字幕／＃281 青春！制服ステージ特集／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージ
まで！人気アーティストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを
見れば、K-POPの全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃282 CROSS GENE

配信中

字幕／＃282 CROSS GENE／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気
アーティストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、KPOPの全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃283 TWICE

配信中

字幕／＃283 TWICE／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アーティ
ストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POPの
全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

SUPER STAR K6 ＃11

配信中

字幕／＃11／「SUPER STAR K」は韓国Mnetで2009年から放送がスタートした音楽オーディショ
ン番組で、初代優勝者で俳優のソ・イングクや、ジョン・パク、ロイ・キム、「M COUNTDOWN」で
MCを務めたチョン・ジュンヨンなど、数多くのK-POPスターを輩出。今年の優勝者は一体誰
か！？新たなスター誕生の瞬間を目撃せよ！

配信中

字幕／＃12／「SUPER STAR K」は韓国Mnetで2009年から放送がスタートした音楽オーディショ
ン番組で、初代優勝者で俳優のソ・イングクや、ジョン・パク、ロイ・キム、「M COUNTDOWN」で
MCを務めたチョン・ジュンヨンなど、数多くのK-POPスターを輩出。今年の優勝者は一体誰
か！？新たなスター誕生の瞬間を目撃せよ！

配信中

字幕／＃13／「SUPER STAR K」は韓国Mnetで2009年から放送がスタートした音楽オーディショ
ン番組で、初代優勝者で俳優のソ・イングクや、ジョン・パク、ロイ・キム、「M COUNTDOWN」で
MCを務めたチョン・ジュンヨンなど、数多くのK-POPスターを輩出。今年の優勝者は一体誰
か！？新たなスター誕生の瞬間を目撃せよ！

SUPER STAR K6 ＃14（最終回）

配信中

字幕／＃14／「SUPER STAR K」は韓国Mnetで2009年から放送がスタートした音楽オーディショ
ン番組で、初代優勝者で俳優のソ・イングクや、ジョン・パク、ロイ・キム、「M COUNTDOWN」で
MCを務めたチョン・ジュンヨンなど、数多くのK-POPスターを輩出。今年の優勝者は一体誰
か！？新たなスター誕生の瞬間を目撃せよ！

【KPOP】Mcountdown（Girl’s Day 他出
演） 2017年04月13日韓国生放送

配信中

字幕／2017年04月13日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdown（Highlight 他出
演） 2017年04月06日韓国生放送

配信中

字幕／2017年04月06日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdown（PRODUCE 101
（シーズン2）Aクラス 他出演） 2017年04
月27日韓国生放送

配信中

字幕／2017年04月27日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdown（チョン・ウンジ
（Apink） 他出演） 2017年04月20日韓国
生放送

配信中

字幕／2017年04月20日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

タイトル

SUPER STAR K6 ＃12

SUPER STAR K6 ＃13

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約85本

Mnet 韓流見放題

※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

配信中

字幕／＃241 RGOT7、GFRIEND 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！
Mcountdownの生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪
れ、その日の出来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、
イチオシ番組！

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
242

配信中

字幕／＃242 Highlight、CNBLUE 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！
Mcountdownの生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪
れ、その日の出来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、
イチオシ番組！

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
243

配信中

字幕／＃243 Highlight、GOT7 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！Mcountdown
の生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪れ、その日の出
来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、イチオシ番組！

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
244

配信中

字幕／＃244 チョン・ウンジ（Apink）、GFRIEND 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜
入！Mcountdownの生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを
訪れ、その日の出来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめ
る、イチオシ番組！

【ドラマ】キング -Two Hearts 第01話

配信中

字幕／第1話／16か国の将校が一堂に会し、軍事技術を競う世界将校大会（WOC）に南北の合
同チームとして参加することに。北朝鮮の特殊部隊の教官であるハンアと、兵役を終えたばかり
の韓国の王子ジェハは、ある条件のために渋々とWOCへの自身の参加を受け入れる。ついに
南北の将校が顔合わせとなり、ハンアはジェハに近づき挨拶をするが…

【ドラマ】キング -Two Hearts 第02話

配信中

字幕／第2話／キム･ボング（ジョン･マイヤー）は、会長である実の父親を看病するふりをして暗
殺し、自身がクラブMの会長の座に就く。一方、ハンアと同室となったジェハは、前日のハンアの
言葉が頭から離れずに一挙手一投足を注視する。ジェハの執拗で無礼な振る舞いを咎めるべく
北朝鮮チーム側では、王族を暗殺するための秘策があるように演じるが…

配信中

字幕／第3話／宿舎で同室となってからもお互いに罵り傷つけあうハンアとジェハは、負けた方
が訓練所を去るという条件で、ランニングマシンを使って勝負をすることに。同時刻に軍用車両
が爆発し、北朝鮮軍に負傷者が出て南北合同チームに緊張が走る。危険な匂いを察知したシ
ギョンは、ハンアとジェハがいる室内トレーニング室に急行するが…

配信中

字幕／第4話／ガンソクの誕生日での心ないいたずらをきっかけに、また新たな危機を迎える南
北合同チーム。国王であるジェガンには、この事件により、参加国の将校の安全を保つため、国
連軍縮会議から合同チームの参加を再考するとの書簡が送られる。北朝鮮側の訓練所にサイ
レン音が鳴り響く中、ジェハはプール内に逃げ込むが北朝鮮軍に包囲されて…

【ドラマ】キング -Two Hearts 第05話

配信中

字幕／第5話／南北の将校や関係者、チーム員たちが宴会場で楽しいひと時を過ごす中、ハン
アはジェハを探すがジェガンとジェハは先に帰国したことを知る。ジェハは悩んだ末に北朝鮮の
女性と見合いをすることをジェガンに約束する。北朝鮮国内で任務を遂行中のハンアは、自分と
ジェハが結婚を約束した仲であるとの外国の報道に驚きを隠せず…

【ドラマ】トキメキ☆成均館スキャンダル
第17話

配信中

字幕／第17話／正祖から、密命を受ける4人衆。その内容は、新しい朝鮮を作るというものだっ
た。ジェシンとヨンハは、10年前の夜に起きた事件の秘密を暴き、ソンジュンとユニは密命の謎を
解き明かすこととなる。その中でソンジュンとユニは、互いの気持ちを確認するのだった。ユニ
は、今この瞬間が幸せだと言う。これを聞いたソンジュンは、何と切り出すのか…。

【ドラマ】トキメキ☆成均館スキャンダル
第18話

配信中

字幕／第18話／幸せなソンジュンとユニの前に立ちはだかる、10年前の夜に起きたあの事件の
秘密。この秘密を解き明かそうと、唯一の証人であるユン･チャムグンの行方を追うも、すでに足
跡は途絶えていた。そしてなんと、この事件の背後にソンジュンの父が関わっていたという疑い
が浮上する。これを知ってしまったソンジュンは果たして…。

【ドラマ】トキメキ☆成均館スキャンダル
第19話

配信中

字幕／第19話／ソンジュンは死を覚悟し、負傷したジェシンの代わりに紅壁書を名乗り出る。そ
んな勇ましいソンジュンを救うため、ユニは儒生たちを引き連れ王のもとへ。一方ジェシンは、父
親にソンジュンを危機から救ってくれとひざまずく。しかし、ソンジュンを救い出そうというみんな
の意志は揺らぎ、ソンジュンはますます窮地に追い込まれ…。

【ドラマ】トキメキ☆成均館スキャンダル
第20話（最終話）

配信中

字幕／第20話／ユニや儒生たちの訴えが認められ、ソンジュンは釈放される。金縢之詞を発見
したユニは、正祖にそれを差し出す。正祖は、長い間抱き続けた夢が叶ったと感謝する。一方、
ユニが女性であることを知ったハ･インスは、この事実を兵判に伝える。また、兵判はソンジュン
の父親にこれを知らせるのだった。そんな中、成均館に戻ってきたソンジュンは…。

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
241

【ドラマ】キング -Two Hearts 第03話

【ドラマ】キング -Two Hearts 第04話

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約85本

Mnet 韓流見放題

※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1話／KBSのバラエティー局に新入社員として入ったスンチャン。初出勤の日から先輩
プロデューサーの気分を害すような発言をしてしまい目を付けられる。更に大学時代に憧れてい
た先輩が他の男性とつきあっていることを知り落ち込んでしまう。一方、ジュンモは担当している
バラエティー番組の視聴率低迷が原因で局長に呼び出され、出演者交代を言い渡される。

【ドラマ】プロデューサー 第02話

配信中

字幕／第2話／ジュンモは出演者交代をスタッフに打ち明けるが、それまで黙っていた事で反感
を買ってしまう。恋人関係でもないのに同じ家で暮らしているイェジンとジュンモ。恋人に会いに
行くジュンモへの小言が原因で口論になってしまう。 ジュンモは担当番組の出演者へメンバー交
代の事実をどう伝えるか悩んでいたが…

【ドラマ】プロデューサー 第03話

配信中

字幕／第3話／ジュンモは新入りのスンチャンに、ヨジョンへのメンバー交代をするという旨の伝
達を任せることに。ヨジョンを傷つけないよう遠回しに伝えるスンチャンだったが、打ち上げの席
でヨジョンに伝わってなかったことが判明し、先輩たちに叱られて落ち込む。「1泊2日」チームは
新シーズンのコンセプトと新メンバーについて会議をするも、なかなかいい案が浮かばない。

【ドラマ】プロデューサー 第04話

配信中

字幕／第4話／スンチャンが出した“恋愛マッチング”というアイデアが意外にも局長に気に入ら
れ出演交渉もうまくいくが、その中の1人が問題を起こし出られなくなる。撮影も迫る中、穴を埋
めるために奔走するジュンモ。一方、貸した傘を取りにコンサート会場まで出向いたスンチャン
は、シンディに出演を依頼する。

【ドラマ】プロデューサー 第05話

配信中

字幕／第5話／酔い潰れたスンチャンはホットクを届けにイェジンの家を訪れ、イェジンを呼び捨
てにして怒られるが、翌朝には記憶をなくしていた。イェジンとジュンモが一緒に住んでいることを
口外しないと約束させられたスンチャンは、イェジンに監視されることに。一方、シンディは事務
所の社長の反対を押し切って「1泊2日」に出演することを決め…。

Get it Beauty（2015）＃090

配信中

字幕／＃90 1泊2日の済州島ビューティーキャンプ！（2）／すべての女性にとって“美”は永遠の
テーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事や運動、
生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃091

配信中

字幕／＃91 イ・ハニ＆キム・ジョンミンのサマーホリデー in シンガポール（1）／すべての女性に
とって“美”は永遠のテーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけ
でなく食事や運動、生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃092

配信中

字幕／＃92 イ・ハニ＆キム・ジョンミンのサマーホリデー in シンガポール（2）／すべての女性に
とって“美”は永遠のテーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけ
でなく食事や運動、生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃093

配信中

字幕／＃93 ビューティー健康食／すべての女性にとって“美”は永遠のテーマ。『頭のてっぺん
からつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事や運動、生活習慣など、韓国最
新美容トレンドをご紹介します！

Mnet ライブ ＃284 EXO

配信中

字幕／＃284 EXO／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アーティス
トたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POPの全
てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃285 推しメンを探せ！
PRODUCE101シーズン2出演者特集

配信中

字幕／＃285 推しメンを探せ！PRODUCE101シーズン2出演者特集／今韓国で最もHOTなアー
ティストや、最新のステージまで！人気アーティストたちのライブステージを堪能できる人気音楽
番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POPの全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプ
ログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃286 T-ARA

配信中

字幕／＃286 T-ARA／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アーティ
ストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POPの
全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃287 防弾少年団

配信中

字幕／＃287 防弾少年団／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気
アーティストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、KPOPの全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

タイトル
【ドラマ】プロデューサー 第01話

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約85本

Mnet 韓流見放題

※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／＃288 日本人メンバー所属グループ特集／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新の
ステージまで！人気アーティストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライ
ブ」！これを見れば、K-POPの全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽
しみに！

Tasty Road（2015） ＃092

配信中

字幕／＃92／「となりの美男＜イケメン＞」など人気ドラマに出演する女優パク・スジンと、モデ
ル並のスタイルとハイレベルなダンスパフォーマンスで人気のガールズグループ
AFTERSCHOOLのリジが、韓国のおいしいごはん屋さんを中心に、彼女たちの週末に欠かせな
いショッピングやビューティーといったライフスタイルに関するホットスポットをご紹介します。

Tasty Road（2015） ＃093

配信中

字幕／＃93／「となりの美男＜イケメン＞」など人気ドラマに出演する女優パク・スジンと、モデ
ル並のスタイルとハイレベルなダンスパフォーマンスで人気のガールズグループ
AFTERSCHOOLのリジが、韓国のおいしいごはん屋さんを中心に、彼女たちの週末に欠かせな
いショッピングやビューティーといったライフスタイルに関するホットスポットをご紹介します。

Tasty Road（2015） ＃094

配信中

字幕／＃94／「となりの美男＜イケメン＞」など人気ドラマに出演する女優パク・スジンと、モデ
ル並のスタイルとハイレベルなダンスパフォーマンスで人気のガールズグループ
AFTERSCHOOLのリジが、韓国のおいしいごはん屋さんを中心に、彼女たちの週末に欠かせな
いショッピングやビューティーといったライフスタイルに関するホットスポットをご紹介します。

ハ・ジウォンのお姉さんとGOGO ＃01

配信中

字幕／＃1／女優ハ・ジウォンが自然いっぱいの南フランスの家で繰り広げる愉快でロマン溢れ
るリアルバラエティ番組をお届けします！海外といえば、ドラマの撮影地としてしか接することが
なかった彼女が全てのスケジュールをSTOPし、調香師であり実の姉のチョン･ユギョンとともに
香水のメッカと言われる南フランスのグラースへ行き、現地で生活する姿をまるごと大公開！！

ハ・ジウォンのお姉さんとGOGO ＃02

配信中

字幕／＃2／女優ハ・ジウォンが自然いっぱいの南フランスの家で繰り広げる愉快でロマン溢れ
るリアルバラエティ番組をお届けします！海外といえば、ドラマの撮影地としてしか接することが
なかった彼女が全てのスケジュールをSTOPし、調香師であり実の姉のチョン･ユギョンとともに
香水のメッカと言われる南フランスのグラースへ行き、現地で生活する姿をまるごと大公開！！

タイトル
Mnet ライブ ＃288 日本人メンバー所属
グループ特集

【KPOP】Mcountdown（VIXX 他出演）
2017年05月18日韓国生放送

字幕／2017年05月18日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
8月1日～ らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdown（ファン・インソン
他出演） 2017年05月11日韓国生放送

字幕／2017年05月11日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
8月1日～ らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdownハイライト編
（TWICE 他出演） 2017年05月04日韓国
生放送

字幕／2017年05月04日韓国生放送。毎週、韓国Mnetで放送している音楽ライブ番組！新人か
8月1日～ らベテランまで人気アーティストたちが熱いパフォーマンスを繰り広げる！韓国音楽チャートをラ
イブ形式で見ることができる人気音楽プログラム。

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
245

字幕／＃245 イェソン、Minzy 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！Mcountdownの
8月1日～ 生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪れ、その日の出来
栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、イチオシ番組！

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
246

8月1日～

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
247

字幕／＃247 Triple H、Lovelyz 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！Mcountdown
8月1日～ の生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪れ、その日の出
来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、イチオシ番組！

【ドラマ】キング -Two Hearts 第06話

字幕／第6話／宮内で、大勢の前で大恥をかかされたジェハはハンアをただ振るだけでは決し
8月1日～ て終わらない、決して許さないと心に決める。王女であるジェシンを護衛するために空港に向
かったシギョンは、ジェシンの位置を把握するうちに、弘大周辺のクラブにいることを…。

字幕／＃246 TEENTOP、OH MY GIRL 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！
Mcountdownの生放送を終えた歌手たちがすぐにMcountdownバックステージのスタジオを訪
れ、その日の出来栄え、本番ではできなかった内緒話を話すMcountdownをより一層楽しめる、
イチオシ番組！

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約85本

Mnet 韓流見放題

※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

【ドラマ】キング -Two Hearts 第07話

字幕／第7話／ジェハとハンアの婚約が公式に発表され、婚約の準備のために特別ビザを支給
8月1日～ され韓国を訪れていたナムイルは、北朝鮮に戻る前にジェハに対してハンアをよろしく頼むとお
願いをする。宮殿での生活を始めたハンアは、慣れない韓国王室のしきたりに合わせて…。

【ドラマ】キング -Two Hearts 第08話

字幕／第8話／あまりに急なジェガンの訃報を受けて、国民はもとより宮内の全員が悲しみに暮
8月1日～ れる中、ハンアは誰よりも悲しいはずが、一人気丈に振る舞うジェハを心配そうに見つめる。秘
書室長であるギュテは法務部長官から信じられない話を聞くことになり、手術を…。

【ドラマ】キング -Two Hearts 第09話

字幕／第9話／ジェハとの接見を終えたクラブMのボング。ジェハに“プレゼント”を渡したが、意
8月1日～ 図した事とは異なる反応を見せたため、気分を大いに害する。計画を変えて、王室に巨額の寄
付をすると申し出る。寄付金を使ってジェガンの追悼公園を建設する中、工事現場で…。

【ドラマ】キング -Two Hearts 第10話

字幕／第10話／ギュテをはじめとする秘書たちに対して、ハンアが北朝鮮に帰国する旨を伝え
8月1日～ るジェハ。秘書室長から、この事実を知らされたヨンソンとジェシンは急な話に驚きを隠せない。
宮を去るハンアにヨンソンは、また戻ってくるようにと伝える。公開聴聞会での…。

【ドラマ】プロデューサー 第06話

8月1日～

字幕／第6話／「1泊2日」の撮影が始まるが、脱落したシンディはスンチャンと山で迷子になり、
テントを張って野宿することになった。シンディを気遣うスンチャンだったが、シンディに何も食べ
させないまま夜を明かしジュンモに叱られる。その日の夜、会食に参加したイェジンはジュンモと
スンチャンを2次会に誘い、そこでジュンモへの気持ちを打ち明けるが…。

【ドラマ】プロデューサー 第07話

8月1日～

字幕／第7話／自分の気持ちを打ち明けたにも関わらず、翌日も態度が変わらないジュンモ。思
い悩むイェジンは、スンチャンに探りを入れるよう任務を与える。ジュンモがイェジンの話を覚え
ていることを知ったスンチャンは、イェジンを気遣って“覚えていないようだ”と伝える。それを聞い
て安心したイェジンだが…。

【ドラマ】プロデューサー 第08話

字幕／第8話／イェジンは見合いをしたとうそをつくジュンモの言動から、気持ちを伝えた事を
ジュンモが覚えていることに気付き言い争いに。一方、特集番組の演出を任されたイェジンはリ
8月1日～
ハーサル中にシンディの危機を察して突き飛ばすが、シンディはけがを負って入院することに。
心配するジュンモにイェジンは冷たく当たり…。

【ドラマ】プロデューサー 第09話

字幕／第9話／けがを負ったシンディはギプスをしたまま退院するが、ピョン社長は日本へ仕事
に行けと言う。反発するシンディは病院の駐車場でイェジンとスンチャンを見かけ、こっそり2人の
8月1日～
車に乗り込む。シンディがいなくなったことで世間では様々な憶測が飛び交い、ピョン社長は頭を
抱える。

【ドラマ】プロデューサー 第10話

字幕／第10話／デビュー以来初の休暇を満喫するシンディ。その日がシンディの誕生日だと
知ったジュンモとイェジンは、仕事を兼ねて4人で遊園地へ行くことに。スンチャンに心情を吐露し
8月1日～
自分からキスをしたシンディは…。一方、ホンスンがイェジンに友達を紹介すると聞いたジュンモ
とスンチャンは、口裏を合わせたように会うのはやめたほうがいいと言って止める。

Get it Beauty（2015）＃094

字幕／＃94 アイメイクの悩み大解決！！／すべての女性にとって“美”は永遠のテーマ。『頭の
8月1日～ てっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事や運動、生活習慣な
ど、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃095

字幕／＃95 24時間、活力充電！特級マッサージ法を伝授！／すべての女性にとって“美”は永
8月1日～ 遠のテーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイクだけでなく食事や運
動、生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Get it Beauty（2015）＃096

字幕／＃96 紫外線で傷んだ肌を救出せよ！焼けた肌のためのアフターサンケア／すべての女
8月1日～ 性にとって“美”は永遠のテーマ。『頭のてっぺんからつま先まで美しくなる』をコンセプトに、メイ
クだけでなく食事や運動、生活習慣など、韓国最新美容トレンドをご紹介します！

Mnet ライブ ＃283 TWICE

字幕／＃283 TWICE／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アーティ
8月1日～ ストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POPの
全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約85本

Mnet 韓流見放題

※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

Mnet ライブ ＃289 Red Velvet

字幕／＃289 Red Velvet／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アー
8月1日～ ティストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POP
の全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃290 NCT

字幕／＃290 NCT／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アーティス
8月1日～ トたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POPの全
てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃291 DAY6

字幕／＃291 DAY6／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アーティ
8月1日～ ストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POPの
全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Mnet ライブ ＃292 VICTON

字幕／＃292 VICTON／今韓国で最もHOTなアーティストや、最新のステージまで！人気アー
8月1日～ ティストたちのライブステージを堪能できる人気音楽番組「Mnetライブ」！これを見れば、K-POP
の全てが分かる！Mnetがおススメするスペシャルプログラムをお楽しみに！

Tasty Road（2015） ＃095

8月1日～

字幕／＃95／「となりの美男＜イケメン＞」など人気ドラマに出演する女優パク・スジンと、モデ
ル並のスタイルとハイレベルなダンスパフォーマンスで人気のガールズグループ
AFTERSCHOOLのリジが、韓国のおいしいごはん屋さんを中心に、彼女たちの週末に欠かせな
いショッピングやビューティーといったライフスタイルに関するホットスポットをご紹介します。

Tasty Road（2015） ＃096

8月1日～

字幕／＃96／「となりの美男＜イケメン＞」など人気ドラマに出演する女優パク・スジンと、モデ
ル並のスタイルとハイレベルなダンスパフォーマンスで人気のガールズグループ
AFTERSCHOOLのリジが、韓国のおいしいごはん屋さんを中心に、彼女たちの週末に欠かせな
いショッピングやビューティーといったライフスタイルに関するホットスポットをご紹介します。

Tasty Road（2015） ＃097

字幕／＃97／「となりの美男＜イケメン＞」など人気ドラマに出演する女優パク・スジンと、モデ
ル並のスタイルとハイレベルなダンスパフォーマンスで人気のガールズグループ
8月1日～
AFTERSCHOOLのリジが、韓国のおいしいごはん屋さんを中心に、彼女たちの週末に欠かせな
いショッピングやビューティーといったライフスタイルに関するホットスポットをご紹介します。

ハ・ジウォンのお姉さんとGOGO ＃03

字幕／＃3／女優ハ・ジウォンが自然いっぱいの南フランスの家で繰り広げる愉快でロマン溢れ
るリアルバラエティ番組をお届けします！海外といえば、ドラマの撮影地としてしか接することが
8月1日～
なかった彼女が全てのスケジュールをSTOPし、調香師であり実の姉のチョン･ユギョンとともに
香水のメッカと言われる南フランスのグラースへ行き、現地で生活する姿をまるごと大公開！！

ハ・ジウォンのお姉さんとGOGO ＃04

字幕／＃4／女優ハ・ジウォンが自然いっぱいの南フランスの家で繰り広げる愉快でロマン溢れ
るリアルバラエティ番組をお届けします！海外といえば、ドラマの撮影地としてしか接することが
8月1日～
なかった彼女が全てのスケジュールをSTOPし、調香師であり実の姉のチョン･ユギョンとともに
香水のメッカと言われる南フランスのグラースへ行き、現地で生活する姿をまるごと大公開！！

ロケーション in アメリカ ＃01

8月1日～

字幕／＃1／ロサンゼルスからシカゴまでアメリカ大陸を斜めに横断するように走る、アメリカの
大動脈「Route 66」。映画や小説、音楽などの中に数多く登場し、今なおアメリカのポップ・カル
チャーの題材にされている。この“ROUTE66”に沿って、俳優キム･ジソクと、女優ソン・ウンソが、
有名なロケ地を車で移動しながら旅をするリアリティ旅行記！

ロケーション in アメリカ ＃02

8月1日～

字幕／＃2／ロサンゼルスからシカゴまでアメリカ大陸を斜めに横断するように走る、アメリカの
大動脈「Route 66」。映画や小説、音楽などの中に数多く登場し、今なおアメリカのポップ・カル
チャーの題材にされている。この“ROUTE66”に沿って、俳優キム･ジソクと、女優ソン・ウンソが、
有名なロケ地を車で移動しながら旅をするリアリティ旅行記！

