2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約90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（EXO 他出演）
2017年07月20日韓国生放送

配信中

字幕／2017年07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。

【KPOP】Mcountdown（FTISLAND 他出
演） 2017年06月08日韓国生放送

配信中

字幕／2017年06月08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（Red Velvet 他出
演） 2017年07月13日韓国生放送

配信中

字幕／2017年07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（SEVENTEEN 他出
演） 2017年06月15日韓国生放送

配信中

字幕／2017年06月15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（SISTAR 他出演）
2017年06月01日韓国生放送

配信中

字幕／2017年06月01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（ジョン・ヨンファ
他出演） 2017年07月27日韓国生放送

配信中

字幕／2017年07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（宇宙少女 他出演）
2017年06月22日韓国生放送

配信中

字幕／2017年06月22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ハイライト編
（PRODUCE 101（シーズン2）Aクラス 他
出演） 2017年06月29日韓国生放送

配信中

字幕／2017年06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】Mcountdownバックステージ ＃
248

配信中

字幕／＃248 CNBLUE、JUNHO（From 2PM） 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 ＃
249

配信中

字幕／＃249 ヒョヨン（少女時代）、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 ＃
250

配信中

字幕／＃250 FTISLAND、Highlight 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 ＃
251

配信中

字幕／＃251 SEVENTEEN、チョン・ジヌン 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 ＃
252

配信中

字幕／＃252 MAMAMOO、MONSTA X 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！

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約90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／＃253 Red Velvet、Apink 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！

配信中

字幕／第01話／雑誌記者のジヨンは39歳独身。自分にも他人にも厳しい仕事ぶりで、同僚から
は“魔女”と呼ばれ恐れられている。ある日、大スクープを手にしたジヨンは急いで編集部へ戻ろ
うと、目の前にあった自転車を勝手に拝借して走りだした。アルバイトでサンタに扮し、子供にそ
の自転車をプレゼントするはずだったドンハは慌てて彼女を追いかける。

【ドラマ】魔女の恋愛 第02話

配信中

字幕／第02話／ジヨンに不倫スキャンダルの記事を書かれた俳優キム・ジョンドは、テレビ番組
で事実無根だと否定する。記事が事実であることを証明したいジヨンは忙しく取材を続ける一
方、母親の頼みを断り切れず占いの館で厄払いをすることに。電気修理のアルバイトで占いの
館を訪れていたドンハはジヨンと母親の会話を聞いてしまい、彼女の過去の恋愛話を知ってしま
う。

【ドラマ】魔女の恋愛 第03話

配信中

字幕／第03話／ドンハと14歳差だと分かったジヨンはショックを受けてドンハを家から追い出す。
“バイトの達人”は「トラブルメーカー」の記事のせいで依頼のキャンセルが相次ぐ。ドンハは苦情
を言いに「トラブルメーカー」へ行き、ジヨンと再会する。一方 「トラブルメーカー」の見習い記者は
ある男性からジヨン宛てのプレゼントらしき物を受け取り、ジヨンに渡すが…。

【ドラマ】魔女の恋愛 第04話

配信中

字幕／第04話／病院から抜け出して家へ戻り、割れた額からホッキョクグマの写真を取り出して
泣くジヨン。そんなジヨンを見つけて慰めるドンハは、ジヨンにつらい過去があることを察する。ジ
ヨンの家は危険だと感じ、ドンハは居候しているスチョルの家にジヨンを連れていく。こうして同居
することなった2人はキム・ジョンドへの反撃を準備するが…。

【ドラマ】魔女の恋愛 第05話

配信中

字幕／第05話／1泊2日のワークショップに出発する日、ジヨンはドンハが弟の手術費用の工面
に困っていることを知る。ドンハのために体育大会で優勝して賞金を獲得しようと躍起になるジヨ
ン。事情を知らないドンハには勝敗にこだわるジヨンが理解できない。その日の夜、ウンチェに恨
みを持つ男が現れる。その男をウンチェに引き合わせたのがジヨンだと誤解したドンハは…。

配信中

字幕／第1話／大統領夫人の買収疑惑による家宅捜索中に夫人の私室から銃声が響く…。そ
の12年前、孤児院出身のハリュは装蹄師になるべく牧場で修業をしていた。ある日、弟分のテク
ペに頼まれて借金の取り立てに行ったところ、7年ぶりに孤児院で一緒だったダヘと再会する。ダ
ヘが養父から逃げてることを知ったハリュは、ダヘの面倒を見ることを決める。

配信中

字幕／第2話／すべてを隠してソウルで生活を始めるハリュとダヘ。娘のウンビョルも生まれ、ハ
リュはホストとして働き生計を立てるが、ダヘにはビアホールで働いているとウソをつく。就職活
動を始めたダヘはハリュにプレゼントされた靴を履いて面接に向かうが、満員電車の中で靴を片
方無くしてしまう。

【ドラマ】野王 第03話

配信中

字幕／第3話／ハリュの姿にショックを受けたダヘは、逃げる途中でテクペと遭遇し、テクペから
真実を聞く。ダヘはテクペに、ここで自分に会ったことはハリュに言うなと念を押す。これを機にダ
ヘの気持ちに変化が起きてきたころ、ダヘの義兄が訪ねてきたのをきっかけに、ハリュはダヘの
ために、会社の近くにオフィスホテルを借りて、2人は別居をするようになる。

【ドラマ】野王 第04話

配信中

字幕／第4話／会社をクビになったダヘ。アンシムからの忠告もあり婚姻届を用意してダヘに会
うが、ダヘはまだ入籍できないとその婚姻届を破り捨てる。一方、ドフンは父親にアイスホッケー
部を廃部にされたうえに交通事故でスポーツ選手の夢が断たれ、アメリカに留学する。

【ドラマ】野王 第05話

配信中

字幕／第5話／ダヘの家に電話をかけたハリュは、ルームメイトからダヘがすでに韓国に帰った
と知らされる。ハリュは急いで空港へ迎えに行くが、結局ダヘに会えず帰ってくる。一方、こっそり
帰国したダヘは、ドフンからドギョンを紹介されるが、ドギョンはお金が目的だと確信し、ダヘを認
めようとはしない。

Get it Beauty（2015）＃097

配信中

字幕／＃97 専門家が教える正しいクレンジング方法！／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）＃098

配信中

字幕／＃98 女性のロマン！ドリームリッププロジェクト！／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！

【KPOP】Mcountdownバックステージ ＃
253

【ドラマ】魔女の恋愛 第01話

【ドラマ】野王 第01話

【ドラマ】野王 第02話

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約90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

Get it Beauty（2015）＃099

配信中

字幕／＃99 2015年秋のメイクアップ対決！／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（2015）＃100

配信中

字幕／＃100 ラブリーヒップガールのための超簡単運動法を大公開！／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）＃101

配信中

字幕／＃101 2度目の二十歳／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）＃102

配信中

字幕／＃102 イケてるお姉さんのビューティフルライフ／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 ＃293 April

配信中

字幕／＃293 April／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 ＃294 GOT7

配信中

字幕／＃294 GOT7／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 ＃295 PENTAGON

配信中

字幕／＃295 PENTAGON／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 ＃296 DIA

配信中

字幕／＃296 DIA／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 ＃297 Lovelyz

配信中

字幕／＃297 Lovelyz／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 ＃298 FTISLAND

配信中

字幕／＃298 FTISLAND／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 ＃299 SUPER JUNIOR

配信中

字幕／＃299 SUPER JUNIOR／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 ＃300 Girl’s Day

配信中

字幕／＃300 Girl’s Day／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 ＃301 NU’EST

配信中

字幕／＃301 NU’EST／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！

タイトル

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約90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／＃98／「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） ＃099

配信中

字幕／＃99／「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） ＃100

配信中

字幕／＃100／「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） ＃101

配信中

字幕／＃101／「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） ＃102

配信中

字幕／＃102／「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） ＃103

配信中

字幕／＃103／「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。

配信中

字幕／＃1／一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。

配信中

字幕／＃2／一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 ＃03

配信中

字幕／＃3／一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 ＃04

配信中

字幕／＃4／一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 ＃05

配信中

字幕／＃5／一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。

ハ・ジウォンのお姉さんとGOGO ＃05

配信中

字幕／＃5／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 ＃06

配信中

字幕／＃6／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
Tasty Road（2015） ＃098

THE BODY SHOW ＃01

THE BODY SHOW ＃02

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約90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
ハ・ジウォンのお姉さんとGOGO ＃07

ハ・ジウォンのお姉さんとGOGO ＃08

配信
開始

内容

配信中

字幕／＃7／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！！

配信中

字幕／＃8／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！！

【KPOP】Mcountdown（Energetic 他出
演） 2017年08月17日韓国生放送

字幕／2017年08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
11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（GFRIEND 他出
演） 2017年08月03日韓国生放送

字幕／2017年08月03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
11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（ソンミ 他出演）
2017年08月24日韓国生放送

字幕／2017年08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
11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（少女時代 他出
演） 2017年08月10日韓国生放送

字幕／2017年08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
11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 ＃
254

字幕／＃254 ジョン・ヨンファ、SNUPER 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
11月1日～
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 ＃
255

字幕／＃255 TURBO、UP10TION 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
11月1日～
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 ＃
256

字幕／＃256 JJ Project、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
11月1日～
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 ＃
257

11月1日～

字幕／＃257 少女時代、Wanna One 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】主君の太陽 第01話

11月1日～

字幕／第1話／ある事故が原因で幽霊が見えるようになったゴンシル。ある日、ゴンシルはタン
スの上でじっと見つめているおばあさんの幽霊と目が合い、願いをかなえてあげるために喪中の
家に向かう。その帰り道、ジュンウォンと出会ったゴンシルは、ジュンウォンに触れると不思議な
現象が起こることに気付く。

【ドラマ】主君の太陽 第02話

11月1日～

字幕／第2話／ジュンウォンが経営するキングダムというショッピングモールで清掃員として働き
始めたゴンシル。ある日、キングダム内にある噴水の前で女子高生が撮影した写真に幽霊が
写っていると世間で話題になり、ジュンウォンの死んだ恋人の幽霊だとうわさになる。ゴンシルは
心霊写真の謎を解くために奮闘することになるが…。

【ドラマ】主君の太陽 第03話

11月1日～

字幕／第3話／キングダム閉店後、清掃していたゴンシルはピンクのハイヒールを拾う。ハイヒー
ルを手に取った瞬間、持ち主の女性の幽霊が現れゴンシルを執拗に追いかけてくる。亡くなった
女性の無念を晴らしてあげたゴンシルだが、一方である日、ジュンウォンに“私はあなたが憎む
悪い女”だと話す。驚いて言葉を失うジュンウォンだが…。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約90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】主君の太陽 第04話

字幕／第4話／ヒジュの霊が乗り移ったゴンシルはジュンウォンの自宅で目が覚める。手をつな
ぎ、隣で寝ているジュンウォンを見て夢ではないかと思うゴンシル。一方、イリョンに取り憑いた
11月1日～
長い髪の幽霊は“お前が世界で一番美しい。”と耳元でささやく。日に日に様子がおかしくなって
いくイリョンはどうなってしまうのか？

【ドラマ】主君の太陽 第05話

字幕／第5話／ジュンウォンの命令で特別顧客センターに配属されたゴンシル。ある日、ゴンシ
ルは霊魂結婚式の仲介人であるコ女史を通じてワン会長の自宅に招待される。ワン会長は死ん
11月1日～
だ孫のジウの部屋にゴンシルを閉じ込めてしまう。ジウに好きな人がいたことを知ったゴンシル
は、ジュンウォンと一緒にジウの初恋の人を探しに行くが…。

【ドラマ】魔女の恋愛 第06話

11月1日～

【ドラマ】魔女の恋愛 第07話

字幕／第02話／ジヨンに不倫スキャンダルの記事を書かれた俳優キム・ジョンドは、テレビ番組
で事実無根だと否定する。記事が事実であることを証明したいジヨンは忙しく取材を続ける一
11月1日～ 方、母親の頼みを断り切れず占いの館で厄払いをすることに。電気修理のアルバイトで占いの
館を訪れていたドンハはジヨンと母親の会話を聞いてしまい、彼女の過去の恋愛話を知ってしま
う。

【ドラマ】魔女の恋愛 第08話

11月1日～

字幕／第03話／ドンハと14歳差だと分かったジヨンはショックを受けてドンハを家から追い出す。
“バイトの達人”は「トラブルメーカー」の記事のせいで依頼のキャンセルが相次ぐ。ドンハは苦情
を言いに「トラブルメーカー」へ行き、ジヨンと再会する。一方 「トラブルメーカー」の見習い記者は
ある男性からジヨン宛てのプレゼントらしき物を受け取り、ジヨンに渡すが…。

【ドラマ】魔女の恋愛 第09話

11月1日～

字幕／第04話／病院から抜け出して家へ戻り、割れた額からホッキョクグマの写真を取り出して
泣くジヨン。そんなジヨンを見つけて慰めるドンハは、ジヨンにつらい過去があることを察する。ジ
ヨンの家は危険だと感じ、ドンハは居候しているスチョルの家にジヨンを連れていく。こうして同居
することなった2人はキム・ジョンドへの反撃を準備するが…。

【ドラマ】魔女の恋愛 第10話

字幕／第05話／1泊2日のワークショップに出発する日、ジヨンはドンハが弟の手術費用の工面
に困っていることを知る。ドンハのために体育大会で優勝して賞金を獲得しようと躍起になるジヨ
11月1日～
ン。事情を知らないドンハには勝敗にこだわるジヨンが理解できない。その日の夜、ウンチェに恨
みを持つ男が現れる。その男をウンチェに引き合わせたのがジヨンだと誤解したドンハは…。

【ドラマ】野王 第06話

字幕／第6話／ダヘはペク会長に課長として特別採用され、ドギョンと共に乗馬レジャータウンの
担当となる。現地に赴いたダヘは、ペンションの予定地が養父を埋めた場所だと知り驚き、何と
11月1日～
かこれを阻止しようと計画を練る。そうとは知らないドギョンは乗馬レジャータウンで飼う馬を見に
行くが、試乗した馬が急に暴れ出し、たまたまその場に居合わせたハリュが馬を落ち着かせる。

【ドラマ】野王 第07話

字幕／第7話／ダヘが工事現場の死体遺棄事件の遺族だと知ったドギョンは、ダヘを訪ねてドフ
ンと別れろと警告する。一方、ウンビョルの6歳の誕生日、ハリュは殺人および死体遺棄罪で逮
11月1日～
捕されてしまう。ジェウンの双子の弟を捜すスジョンは、ついにアンシムまでたどり着き孤児院で
のことを聞くが、スジョンを警察と勘違いしたアンシムは知らないとはねつける。

【ドラマ】野王 第08話

11月1日～

字幕／第8話／ホテルの床に倒れていたダヘは、従業員に発見され救急車で病院に運ばれる。
連絡を受けて駆け付けたドフンは、自分がもっと強くなるからそばにいてくれと哀願する。ドフン
のためにダヘが必要だと考えたペク会長は、ダヘをコーヒー事業部のチーム長に任命するが、ド
ギョンは納得がいかない。

【ドラマ】野王 第09話

11月1日～

字幕／第9話／ペクハクの本部長として確固たる地位を築き上げたダヘのもとに、ハリュから
ファックスが送られてくる。ダヘはハリュの出所に危機感を覚える。刑務所でボランティア弁護士
のジェウンに会ったサムドは、ハリュとうり二つのジェウンに驚きハリュの存在を教える。一方、ダ
ヘ宛てのファックスを不審に思ったドギョンは、ハリュの身分照会をする。

【ドラマ】野王 第10話

字幕／第10話／目の前にハリュそっくりのジェウンが現れ動揺したダヘは、ヤンホンに連絡し、
なぜ死んだはずのハリュが生きているのかと問い詰める。そしてジェウンの正体を疑い、ジェウ
11月1日～ ンの弁護士事務所を訪ね、確たる証拠が得られないと今度はアンシムを訪ねてハリュの行方を
尋ねる。ドギョンは何とかダヘをドフンから引き離そうと策を練るが、ハリュの行方はつかめな
い。

Get it Beauty（2015）＃103

字幕／＃103 乾燥の秋！敏感になった皮膚のための処方箋！／すべての女性にとって“美”は
11月1日～ 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！

字幕／第01話／雑誌記者のジヨンは39歳独身。自分にも他人にも厳しい仕事ぶりで、同僚から
は“魔女”と呼ばれ恐れられている。ある日、大スクープを手にしたジヨンは急いで編集部へ戻ろ
うと、目の前にあった自転車を勝手に拝借して走りだした。アルバイトでサンタに扮し、子供にそ
の自転車をプレゼントするはずだったドンハは慌てて彼女を追いかける。

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約90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

Get it Beauty（2015）＃104

字幕／＃104 美容室に行かなくても自分で簡単にできるホームスタイリング法を大公開！／す
11月1日～ 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）＃105

字幕／＃105 世界中の美女たちが紹介する各国のビューティー／すべての女性にとって“美”は
11月1日～ 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 ＃302 f（x）

字幕／＃302 f（x）／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
11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 ＃303 EXO

字幕／＃303 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
11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！

Tasty Road（2015） ＃104

11月1日～

字幕／＃104／「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） ＃105

11月1日～

字幕／＃105／「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） ＃106

字幕／＃106／「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
11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。

THE BODY SHOW ＃06

字幕／＃6／一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
11月1日～
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 ＃07

字幕／＃7／一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
11月1日～
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 ＃08

11月1日～

字幕／＃8／一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 ＃09

11月1日～

字幕／＃9／一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 ＃10

11月1日～

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。

食べて、寝て、食べて ＃01

11月1日～

字幕／＃1／SHINeeオンユ、WINNERイ・スンフンなど出演！ペク・ジョンウォンのグローバルヒー
リング料理旅行！

2017年10月16日現在

【2017年11月】
配信本数：約90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

食べて、寝て、食べて ＃02

11月1日～

字幕／＃2／SHINeeオンユ、WINNERイ・スンフンなど出演！ペク・ジョンウォンのグローバルヒー
リング料理旅行！

食べて、寝て、食べて ＃03

11月1日～

字幕／＃3／SHINeeオンユ、WINNERイ・スンフンなど出演！ペク・ジョンウォンのグローバルヒー
リング料理旅行！

タイトル

