
2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約100本

※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

【KPOP】M COUNTDOWN バックステージ
＃306

5月1日～

字幕／＃306 Apink、宇宙少女 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！M
COUNTDOWNの生放送を終えた歌手たちがすぐにM COUNTDOWN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M COUNTDOWNをより一層楽し
める、イチオシ番組！

【KPOP】M COUNTDOWN バックステージ
＃307

5月1日～

字幕／＃307 GFRIEND、ASTRO 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！M
COUNTDOWNの生放送を終えた歌手たちがすぐにM COUNTDOWN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M COUNTDOWNをより一層楽し
める、イチオシ番組！

【KPOP】M COUNTDOWN バックステージ
＃308

5月1日～

字幕／＃308 SEVENTEEN、チョンハ 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！M
COUNTDOWNの生放送を終えた歌手たちがすぐにM COUNTDOWN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M COUNTDOWNをより一層楽し
める、イチオシ番組！

【KPOP】M COUNTDOWN バックステージ
＃309

5月1日～

字幕／＃309 SEVENTEEN、ASTRO 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！M
COUNTDOWNの生放送を終えた歌手たちがすぐにM COUNTDOWN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M COUNTDOWNをより一層楽し
める、イチオシ番組！

【KPOP】M COUNTDOWN（BTS（防弾少
年団） 他出演） 2019年02月07日韓国生
放送

5月1日～
字幕／2019年02月07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】M COUNTDOWN（Cherry
Bullet 他出演） 2019年01月31日韓国生
放送

5月1日～
字幕／2019年01月31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】M COUNTDOWN（SEVENTEEN
他出演） 2019年01月24日韓国生放送

5月1日～
字幕／2019年01月24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】M COUNTDOWN（ファサ
（MAMAMOO） 他出演） 2019年02月14
日韓国生放送

5月1日～
字幕／2019年02月14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。

【ドラマ】となりの美男＜イケメン＞ 第07
話

5月1日～

字幕／第07話／屋上で向き合うエンリケとジンラク。ドンミのことで言い争う2人にドフィはドンミの
過去について語り始める。ワタナベの料理教室が開かれる日、エンリケとオーシャンビレッジの
住民たちは料理を通じて1つになる。一方、テジュンがソウルを離れようとしていることを知ったソ
ヨンは、エンリケにソジュンを引き止めてほしいと言うが…

【ドラマ】となりの美男＜イケメン＞ 第08
話

5月1日～

字幕／第08話／エンリケの本心を知っているドンミは誤解されないようにエンリケの手を取り彼
を励ます。それを見たジンラクはどうすることもできずにいた。そして、酒に酔ったドフィはジンラ
クに突然キスをする。一方、エンリケの携帯電話が盗まれ、ソヨンとのプライベート写真が流失し
てしまう。写真を見たソヨンはエンリケにスペインに戻ろうと言うが…

【ドラマ】となりの美男＜イケメン＞ 第09
話

5月1日～

字幕／第09話／スペインに戻る準備を始めたエンリケはオーシャンビレッジの住人たちと最後
の晩餐をする。一方、ドフィの気持ちをを察したジンラクは彼女の告白をきっぱりと断る。ジンラク
の態度がドンミのせいだと思ったドフィは、ドンミを連れてくることを言い訳にパーティーを計画す
る。しかし、エンリケがその事実を知り…

【ドラマ】となりの美男＜イケメン＞ 第10
話

5月1日～

字幕／第10話／ドンミはパーティーで、ある事実を知りショックを受け倒れてしまう。搬送された
病院で意識を取り戻したドンミは、自身の過去について話し始める。エンリケもまた、ジンラクが
隠していた事実を知り、ジンラクにドンミを渡すまいと強く決心する。一方、ドンミはオーシャンビ
レッジを去る決心をするが…

Mnet 韓流見放題
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【ドラマ】プロデューサー 第07話 5月1日～

字幕／第07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 5月1日～

字幕／第08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
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 5月1日～

字幕／第09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
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 5月1日～

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。遊園地でスンチャンに心
情を吐露し自分からキスをしたシンディは、戸惑うスンチャンの様子を見てがっかりする。翌朝、
イェジンが悪者扱いされていると知ったシンディは…。

【ドラマ】また！？オ・ヘヨン -僕が愛し
た未来（ジカン）- 第05話

5月1日～
字幕／第05話／ある日、隣に住むヘヨンが怪しい男から危険に直面するのを察して、夫になり
すますことになったドギョン。偶然が重なり重なって絡み合う2人。2人の仲は急接近するのか？
一方、かわいいオ・ヘヨンが、ヘヨンの会社の新しいチーム長としてドイツからやって来た。

【ドラマ】また！？オ・ヘヨン -僕が愛し
た未来（ジカン）- 第06話

5月1日～

字幕／第06話／偶然に隣の部屋から聞こえたドギョンと母の会話を聞いたヘヨン。ヘヨンは何も
聞いてないふりをするが、ドギョンにはバレバレ。申し訳ない気持ちでドギョンについて行くヘヨン
は、ドギョンの仕事の話、家族の話まで聞くようになる。そうして、次第に親しくなる2人。ある日、
夕食の約束をした二人の前に現れた元恋人のオ・ヘヨン。

【ドラマ】また！？オ・ヘヨン -僕が愛し
た未来（ジカン）- 第07話

5月1日～

字幕／第07話／精一杯可愛いスカーフを身につけ出勤したヘヨン。よりによってかわいいヘヨン
もスカーフを巻いて出勤していた…周りからは同じスカーフでも違う印象だとからかわれてしま
う。ところが、よりによって今日は会社の飲み会。そこでも、かわいいヘヨンと比較され、上司の
苦言まで聞くヘヨン。

【ドラマ】また！？オ・ヘヨン -僕が愛し
た未来（ジカン）- 第08話

5月1日～

字幕／第08話／ヘヨンの両親は扉を挟んで隣に住んでいるドギョンに、今日はヘヨンの誕生日
だということをそれとなく投げかける。ドギョンは、ヘヨンの誕生日が気に掛かり迷うが、夕方にな
りヘヨンに会いに行く。だが、そのあともう1人のヘヨンがドギョンを訪ねて来る。一方ドギョンの母
ホ・ジヤは、ヘヨンがチャン会長の前妻の娘だと知る。

【ドラマ】甘い秘密 第81話 5月1日～

字幕／第81話／ソンウンに買ってもらったサンダルを履いて上機嫌なミョンファ。約束していたド
レスはサンダルに合わせた白いウェディングドレスがいいと言い、アルムは早速生地を買いに出
かける。一方、フィリップはティファニーを引き取るために認知症であるミョンファを利用することを
思いつく。ミョンファとティファニーが突然いなくなり…。

【ドラマ】甘い秘密 第82話 5月1日～

字幕／第82話／警察でティファニーを引き取ったフィリップは、今回ミョンファが遺棄したことに
よって、もうアルムには預けられないと冷たく突き放す。責任を感じたパンソクは、苦渋の選択
で、ミョンファに施設に入所することを勧める。一方、ティファニーを取られて悲しんでいるアルム
を見かねたソンウンは…。

【ドラマ】甘い秘密 第83話 5月1日～

字幕／第83話／フィリップにティファニーを奪われそうな状況にアルムは動揺を隠せない。ソン
ウンから紹介された弁護士に相談に行くと、ミョンファと離れて暮らすべきだと言われ、独立する
ことを決意する。そんな中、チョルグはヘバンを歌手デビューさせようと意気込む。ソンチョルを
歌の先生にすることで、仕事と恋愛を同時に出来ると聞いたヘバンは舞い上がってしまい…。

【ドラマ】甘い秘密 第84話 5月1日～

字幕／第84話／ソンウンは、アルムと結婚したいとドヒョンに話すが、ティファニーがフィリップの
子供だということを理由に反対される。それでも、覚悟を決めたソンウンはこれが自分の選んだ
道だと譲らない。そんな中、ティファニーに会いにフィリップの所へ行ったアルムは、別れる際に
泣き出したティファニーを見て胸が張り裂けそうになる。

【ドラマ】甘い秘密 第85話 5月1日～

字幕／第85話／ソンウンはパンソクに会いに行き、アルムと結婚したいと話すが、まずはドヒョン
に承諾を得てほしいと言われてしまう。ある日、探し物をしていたミョンファは偶然日記を見つけ、
それを読んで自分が認知症だと気付き、ショックを受ける。その頃、ソンウンに部屋を貸してもら
うことになったアルムは、ソンウンの気遣いに感動し…。
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【ドラマ】甘い秘密 第86話 5月1日～

字幕／第86話／フィリップに呼ばれ、ティファニーに会いに行ったアルムは、フィリップの父親に
子供を諦めろと言われる。その一方、ティファニーの一件で警察署に通報したのがフィリップの秘
書だと突き止めたソンウンは、フィリップに会いに行き問いただす。最後までシラを切るフィリップ
だったか、焦り始め他の策を企む。

【ドラマ】甘い秘密 第87話 5月1日～

字幕／第87話／アルムの気持ちを確かめたソンウンは、ドヒョンにもう一度アルムと結婚したい
意志を伝える。ティファニーのことは認められないが、アルムだけなら考えるというドヒョンに、ソ
ンウンは少しずつでも認めてもらえればと希望を持つ。スジはフィリップにティファニーを実の子
同然に育てていくと話す。

【ドラマ】甘い秘密 第88話 5月1日～

字幕／第88話／フィリップはアルムに親権放棄の念書に署名するよう要求するが、その場で念
書を破かれる。その頃、ティファニーを取り戻そうと弁護士に相談していたソンウンは、フィリップ
の自演を立証するものが必要だと言われる。ミョンファ連れて公園を訪れたアルムたちは、証人
を見つける。一方、危機感を覚えたフィリップとスジは…。

Get it Beauty 2017 ＃010 5月1日～
字幕／＃10 ベストフレンド特集／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たちが注目する韓
国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろん、美を追求す
る運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃011 5月1日～
字幕／＃11 メイクの簡単裏技大公開！／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たちが注
目する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろん、美
を追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃012 5月1日～
字幕／＃12 Get it beauty VS LIPSTICK PRINCE／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性
たちが注目する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもち
ろん、美を追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Mnet ライブ ＃355 DAY6 5月1日～
字幕／＃355 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
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 ＃356 INFINITE 5月1日～
字幕／＃356 INFINITE／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 ＃357 MAMAMOO 5月1日～
字幕／＃357 MAMAMOO／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 ＃358 N.Flying 5月1日～
字幕／＃358 N.Flying／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！

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃10

5月1日～
字幕／＃10／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃11

5月1日～
字幕／＃11／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃12

5月1日～
字幕／＃12／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。
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【KPOP】M COUNTDOWN（Apink 他出
演） 2019年01月10日韓国生放送

配信中
字幕／2019年01月10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】M COUNTDOWN（BTS（防弾少
年団） 他出演） 2018年12月06日韓国生
放送

配信中
字幕／2018年12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】M COUNTDOWN（チョンハ 他
出演） 2019年01月17日韓国生放送

配信中
字幕／2019年01月17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】M COUNTDOWN（公園少女 他
出演） 2018年11月29日韓国生放送

配信中
字幕／2018年11月29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】M COUNTDOWNバックステー
ジ ＃303

配信中

字幕／＃303 IZ*ONE、JBJ95 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！M
COUNTDOWNの生放送を終えた歌手たちがすぐにM COUNTDOWN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M COUNTDOWNをより一層楽し
める、イチオシ番組！

【KPOP】M COUNTDOWNバックステー
ジ ＃304

配信中

字幕／＃304 TWICE、JBJ95 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！M
COUNTDOWNの生放送を終えた歌手たちがすぐにM COUNTDOWN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M COUNTDOWNをより一層楽し
める、イチオシ番組！

【KPOP】M COUNTDOWNバックステー
ジ ＃305

配信中

字幕／＃305 BTOB、IZ*ONE 他／アジアNo.1音楽ライブ番組の舞台裏に潜入！M
COUNTDOWNの生放送を終えた歌手たちがすぐにM COUNTDOWN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M COUNTDOWNをより一層楽し
める、イチオシ番組！

【ドラマ】となりの美男＜イケメン＞ 第03
話

配信中

字幕／第03話／初恋はほろ苦く、片思いは悲しいもの。エンリケの家で目を覚ましたドンミは毎
日覗き見をしていたテジュンと鉢合わせし急いで逃げようとする。しかし、エンリケに引き止めら
れその場を離れられない。気まずい夕食の席で自分の片思いに終止符を打つと同時に意図せ
ずドンミの片思いを終わらせてしまったエンリケは申し訳なく思い…

【ドラマ】となりの美男＜イケメン＞ 第04
話

配信中

字幕／第04話／ドンミとエンリケの傷心旅行はアクシデントの連続。ジンラクはドンミに外泊とい
う一世一代の緊急事態が起こったことを知り、いてもたってもいられずドフィを頼りドンミの行方を
追う。互いの思いを初めて打ち明けたドンミとエンリケ。ドンミはエンリケに自分の本心がバレた
と思い、ソウルに戻ったら他人のフリをしてほしいと切り出すが…

【ドラマ】となりの美男＜イケメン＞ 第05
話

配信中

字幕／第05話／ドンミを外の世界に連れ出そうと強く決心したエンリケは毎日のように理由をつ
けてはドンミの前に姿を現す。しかし、ドンミは簡単に心を開こうとしない。一方、ドフィはドンミの
家の前のマンションに引っ越し、本格的にジンラクに近づき始めた。泥酔しドンミに本心がばれて
しまったジンラクはドンミに告白するが…

【ドラマ】となりの美男＜イケメン＞ 第06
話

配信中

字幕／第06話／ドフィを避けようとするドンミと、ジンラク目当てでドンミに近寄ろうとするドフィ。
ある日、ドフィからドンミの高校時代の話を聞いたジンラクは、再び彼女の笑顔を取り戻したいと
思うようになる。一方、ドンミを外の世界に連れ出すため奮闘するエンリケはドンミを自身の自叙
伝の編集者にし、仕事にかこつけてドンミのマンションを訪れる。

【ドラマ】プロデューサー 第03話 配信中

字幕／第03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…。

【ドラマ】プロデューサー 第04話 配信中

字幕／第04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。
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【ドラマ】プロデューサー 第05話 配信中

字幕／第05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…。

【ドラマ】プロデューサー 第06話 配信中

字幕／第06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、運試しゲームに失敗
した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、「1泊2日」
チームの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…。

【ドラマ】また！？オ・ヘヨン -僕が愛し
た未来（ジカン）- 第01話

配信中

字幕／第01話／結婚前日に破談になったオ・ヘヨン。家族の喜びは一瞬にして絶望へと変わ
る。婚約破棄されたヘヨンは自分がみすぼらしくなり、自分が破婚を申し出たと言い張っていた。
一方、厳しいと知られている音響監督のパク・ドギョンは、突然のデジャヴに悩まされていた。あ
る日、ドギョンは知らない女の幻まで見るようになる。

【ドラマ】また！？オ・ヘヨン -僕が愛し
た未来（ジカン）- 第02話

配信中

字幕／第02話／結婚破棄になったヘヨンは家でも会社でも苦しめられていた。辛い時間を過ご
しているヘヨンは知人を通じてドギョンに出会う。その状況はまさにドギョンの頭に描いていたも
のと同じだった。また、ドギョンは元恋人への復讐を企んで、元恋人の結婚相手に濡れ衣を着せ
監獄に入れたが…。

【ドラマ】また！？オ・ヘヨン -僕が愛し
た未来（ジカン）- 第03話

配信中

字幕／第03話／ドギョンは元恋人のオ・ヘヨンからの急連絡に、パニックになる。腹いせに酒を
飲みに行くと、元恋人と同じ名前のへヨンに偶然出会う。そして、ヘヨンはドギョンにすべての心
境を打ち明ける。もう二度と会えない人だと思っていたからだ。しかし、1人暮らしを始めたヘヨン
はドギョンの隣の部屋に引っ越してしまう。

【ドラマ】また！？オ・ヘヨン -僕が愛し
た未来（ジカン）- 第04話

配信中

字幕／第04話／ドギョンの弟パク・フンはヘヨンを元恋人のヘヨンだと勘違いし、電話口でどなり
まくる。ヘヨンはそのことをドギョンに問い詰めるが、曖昧にはぐらかされる。ドギョンの頭から
は、一向にヘヨンの姿が離れない。そして、婚約破棄をされ苦しんでいるヘヨンにドギョンは自分
自身も婚約破棄をされたと話し、ヘヨンの心を慰める。

【ドラマ】甘い秘密 第73話 配信中

字幕／第73話／送金先の口座を調べているうちにフィリップの前妻・スジにたどり着いたソンウ
ンは、直接会うことに。自分の口座が知らぬ間に資金洗浄に使われたと知ったスジは、ソンウン
に協力することにする。一方、ソウルを離れることを決めたユニはUSBファイルを渡してくれたの
は、実はアルムだったことソンウンに伝える。

【ドラマ】甘い秘密 第74話 配信中

字幕／第74話／スジの協力によりフィリップの不正の証拠を入手したソンウンは、着々とフィリッ
プを起訴する準備を進めていく。一方、ミョンファが病気になったのは自分のせいだと考えるアル
ムは心苦しさでいっぱいだった。認知症の治療に初めて立ち会ったものの、母の姿を見るのが
つらくて涙が止まらない。

【ドラマ】甘い秘密 第75話 配信中

字幕／第75話／アルムにサンドイッチを届けに来たと言うミョンファと偶然会ったソンウンは、様
子が変だと気付きミョンファを家まで送り届ける。たまたまその様子を見たドヒョンはくぎを刺すか
のように、パンソクに会いフィリップが会社や自分に対してしたことをすべて話す。ショックを受け
たパンソクは…。

【ドラマ】甘い秘密 第76話 配信中

字幕／第76話／フィリップがドヒョンを陥れたうえに、会社の財産を盗んで検察の調査を受けて
いるらしいと聞いたアルム。自分が貸した通帳も何か関係しているのではと疑念を抱き、ソンウ
ンを訪ねる。そこへフィリップが現れ、2人に暴言を吐いた挙句にアルムへの復讐を宣言する。
フィリップの暴言が耳から離れないアルムは不安になり…。

【ドラマ】甘い秘密 第77話 配信中

字幕／第77話／弁護士事務所からの帰りに偶然フィリップに会ったアルム。ティファニーを見た
いと言うフィリップと一緒に家に戻るが、ちょうどパンソクに呼び出されてハン家を訪れていたソン
ウンと鉢合わせしてしまう。険しい表情を浮かべるパンソクやソンウンとは対照的に、何も分から
ないミョンファ。お気に入りのフィリップの姿を見るなり、喜んで駆け寄っていくのだが…。

【ドラマ】甘い秘密 第78話 配信中

字幕／第78話／病院から忽然と姿を消したミョンファを探すパンソクは、看護師からフィリップと
一緒に帰ったことを聞かされる。ミョンファを連れ戻しにアルムと一緒にフィリップの家へと向か
い、そこでフィリップに激怒し罵る。ある日、ジヌたちの計らいで一緒に食事をすることになったソ
ンウンとアルム。最初に出会った頃を懐かしみながら、久しぶりの2人での時間を楽しむ。

【ドラマ】甘い秘密 第79話 配信中

字幕／第79話／アルムはミョンファの治療のため、ソンウンの車で一緒に病院へ。治療の様子
を見ていたアルムは、症状がどんどん悪化し娘である自分のことさえ忘れてしまったような言動
をする母の姿を見て泣き崩れる。一方、再起を図ろうとするも取引先から契約を打ち切られた
フィリップは、クレジットカードまで停止になり大ピンチに。
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【ドラマ】甘い秘密 第80話 配信中

字幕／第80話／窮地に追い込まれていたフィリップは、スジとヨリを戻して家庭を築き、ティファ
ニーを引き取るのであれば遺産をやると言う父親の提案に心が揺れる。スジからも自分を利用
して望む物を手に入れるよう言われ、夫婦関係は父親が生存中だけというのを条件に、ヨリを戻
すことに。

Get it Beauty 2017 ＃001 配信中
字幕／＃1 新MCたちのドレッサー大紹介！／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たち
が注目する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろ
ん、美を追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃002 配信中
字幕／＃2 人気アイドルのビューティーマジック／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性た
ちが注目する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろ
ん、美を追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃003 配信中
字幕／＃3 プロフィール写真メイクアップ法特集／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性
たちが注目する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもち
ろん、美を追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃004 配信中
字幕／＃4 ラブ＆ビューティーシークレット／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たちが
注目する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろん、
美を追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃005 配信中
字幕／＃5 MCたちによるポーチ対決／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たちが注目
する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろん、美を
追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃006 配信中
字幕／＃6 友情写真メイクアップ法／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たちが注目す
る韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろん、美を追
求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃007 配信中
字幕／＃7 体の隅々まで！ケア特集／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たちが注目
する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろん、美を
追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃008 配信中
字幕／＃8 水分チャージプロジェクト／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たちが注目
する韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろん、美を
追求する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty 2017 ＃009 配信中
字幕／＃9 トーンアップメイク法／韓国の女性はもちろん、今や世界中の女性たちが注目する
韓国美容の全てをお届けする“Get it beauty”！スキンケアやメイクアップはもちろん、美を追求
する運動方法から食事まで最新の韓国美容情報を毎回お届けします。

Get it Beauty（2016）＃040 配信中
字幕／＃40 モデルVSモデルビューティー対決／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（2016）＃041 配信中
字幕／＃41 冬だけのビューティーメイクアップ法伝授！／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（2016）＃042 配信中
字幕／＃42 20代に送るビューティーコンサート／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！
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MIX TAPE ＃01 配信中

字幕／＃1／ヒップホップ・バラード・OST・アイドルの各ジャンルごとにビハインドストーリーやヒッ
トソング、最新トレンドなど韓国音楽界の歴史をまるっと振り返る「MIX TAPE」！日本でも人気上
昇中のアイドルグループASTROがソテジワ アイドゥルやSUPER JUNIORなど先輩アイドルたち
の名曲ダンスメドレーを披露！

MIX TAPE ＃02 配信中

字幕／＃2／ヒップホップ・バラード・OST・アイドルの各ジャンルごとにビハインドストーリーやヒッ
トソング、最新トレンドなど韓国音楽界の歴史をまるっと振り返る「MIX TAPE」！日本でも人気上
昇中のアイドルグループASTROがソテジワ アイドゥルやSUPER JUNIORなど先輩アイドルたち
の名曲ダンスメドレーを披露！

MIX TAPE ＃03 配信中

字幕／＃3／ヒップホップ・バラード・OST・アイドルの各ジャンルごとにビハインドストーリーやヒッ
トソング、最新トレンドなど韓国音楽界の歴史をまるっと振り返る「MIX TAPE」！日本でも人気上
昇中のアイドルグループASTROがソテジワ アイドゥルやSUPER JUNIORなど先輩アイドルたち
の名曲ダンスメドレーを披露！

MIX TAPE ＃04 配信中

字幕／＃4／ヒップホップ・バラード・OST・アイドルの各ジャンルごとにビハインドストーリーやヒッ
トソング、最新トレンドなど韓国音楽界の歴史をまるっと振り返る「MIX TAPE」！日本でも人気上
昇中のアイドルグループASTROがソテジワ アイドゥルやSUPER JUNIORなど先輩アイドルたち
の名曲ダンスメドレーを披露！

Mnet ライブ ＃347 Wanna One （1） 配信中
字幕／＃347 Wanna One （1）／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 ＃348 TWICE （1） 配信中
字幕／＃348 TWICE （1）／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 ＃349 Wanna One （2） 配信中
字幕／＃349 Wanna One （2）／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 ＃350 TWICE （2） 配信中
字幕／＃350 TWICE （2）／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 ＃351 イケメンSP 配信中
字幕／＃351 イケメンSP／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 ＃352 BTOB 配信中
字幕／＃352 BTOB／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 ＃353 2019年期待の新人
SP

配信中
字幕／＃353 2019年期待の新人SP／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 ＃354 Golden Child 配信中
字幕／＃354 Golden Child／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！

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃01

配信中
字幕／＃1／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。
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One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃02

配信中
字幕／＃2／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃03

配信中
字幕／＃3／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃04

配信中
字幕／＃4／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃05

配信中
字幕／＃5／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃06

配信中
字幕／＃6／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃07

配信中
字幕／＃7／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃08

配信中
字幕／＃8／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

One Night Food Trip -モクバン世界旅
行- ＃09

配信中
字幕／＃9／人気ボーイズグループBTOBのイルフンをはじめ、Apinkチョロン、俳優クァク・シヤ
ン、女性ソロ歌手Aileeなどグルメ通の韓国芸能人たちがアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各
国に飛び出し、モクバン旅行を繰り広げるフードバラエティ番組。

THE BODY SHOW ＃10 配信中

字幕／＃10／一人のスターに密着しリアルな姿を公開する「STAR BODY CAM」をはじめ、リ
レー形式で行うカロリー寄付のコーナーやモデルが実際に体験し推薦するボディアイテム紹介
コーナー、専門家と行うリアルタイムトレーニングなど、女性の美しいBODYのために選りすぐり
の情報とスターの秘密を紹介します。

THE BODY SHOW ＃11 配信中

字幕／＃11／一人のスターに密着しリアルな姿を公開する「STAR BODY CAM」をはじめ、リ
レー形式で行うカロリー寄付のコーナーやモデルが実際に体験し推薦するボディアイテム紹介
コーナー、専門家と行うリアルタイムトレーニングなど、女性の美しいBODYのために選りすぐり
の情報とスターの秘密を紹介します。

THE BODY SHOW ＃12 配信中

字幕／＃12／一人のスターに密着しリアルな姿を公開する「STAR BODY CAM」をはじめ、リ
レー形式で行うカロリー寄付のコーナーやモデルが実際に体験し推薦するボディアイテム紹介
コーナー、専門家と行うリアルタイムトレーニングなど、女性の美しいBODYのために選りすぐり
の情報とスターの秘密を紹介します。

THE BODY SHOW ＃13 配信中

字幕／＃13／一人のスターに密着しリアルな姿を公開する「STAR BODY CAM」をはじめ、リ
レー形式で行うカロリー寄付のコーナーやモデルが実際に体験し推薦するボディアイテム紹介
コーナー、専門家と行うリアルタイムトレーニングなど、女性の美しいBODYのために選りすぐり
の情報とスターの秘密を紹介します。

THE BODY SHOW ＃14 配信中

字幕／＃14／一人のスターに密着しリアルな姿を公開する「STAR BODY CAM」をはじめ、リ
レー形式で行うカロリー寄付のコーナーやモデルが実際に体験し推薦するボディアイテム紹介
コーナー、専門家と行うリアルタイムトレーニングなど、女性の美しいBODYのために選りすぐり
の情報とスターの秘密を紹介します。
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THE BODY SHOW ＃15 配信中

字幕／＃15／一人のスターに密着しリアルな姿を公開する「STAR BODY CAM」をはじめ、リ
レー形式で行うカロリー寄付のコーナーやモデルが実際に体験し推薦するボディアイテム紹介
コーナー、専門家と行うリアルタイムトレーニングなど、女性の美しいBODYのために選りすぐり
の情報とスターの秘密を紹介します。


