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【2019年1月】
配信本数：約95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。
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【KPOP】Mcountdown（Dreamcatcher 他
出演） 2018年10月18日韓国生放送

字幕／2018年10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
1月1日～ 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（MONSTA X 他出
演） 2018年10月25日韓国生放送

字幕／2018年10月25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
1月1日～ 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（PENTAGON 他出
演） 2018年10月04日韓国生放送

字幕／2018年10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
1月1日～ 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 ＃
298

字幕／＃298 SHINHWA、PENTAGON 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
1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
＃299

字幕／＃299 GOT7、宇宙少女 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
1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
＃300

字幕／＃300 ソユ、チョン・セウン＆ユ・スンウ 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
1月1日～
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】甘い秘密 第49話

字幕／第49話／ウィナーズは世界進出プロジェクトの担当業者に選ばれ、ソンウンとデザイン
チームは大喜びする。ライバル会社に投資して損をしたフィリップは、ウィナーズとの提携契約
1月1日～ した中国の企業に接近する。一方、警察からの電話がきっかけでパンソクはミョンファがフィ
リップからお金を受け取ったことを知り激怒する。パンソクとの口論の末、ミョンファは途方に暮
れる。

【ドラマ】甘い秘密 第50話

字幕／第50話／ソンウンとの食事に初めは乗り気じゃなかったアルム。しかし、思わぬプレゼ
ントに励まされ、新たな希望に胸を躍らせる。そんな中、影ではユニがアルムのパソコンから
1月1日～ 盗んだデザインのデータを仲買人に渡していた。ある日、ソンチョルの元に一通の手紙が届
く。最近、退屈だと言っていたヒョクミンのイタズラではと誤解するソンチョルにユジンは焦るの
だが…。

【ドラマ】甘い秘密 第51話

字幕／第51話／フィリップに呼び出されたユニは、法務チームにあるシュウエイの契約書を
持ってくるよう言われる。そんなある日、ソンファが働くピザ店を訪れたフィリップは、パンソク
1月1日～
から返された小切手をソンファに渡す。アルムとの結婚が破談になる可能性を懸念するソン
ファは、預かれないと断るのだが…。

【ドラマ】甘い秘密 第52話

字幕／第52話／デザインを流されたアルムは、ソンウンと一緒に市場に出回った服を回収し、
データを渡した人物を捜す。ソンウンが落ち込んでいるアルムを車で送り、家の前で励まして
1月1日～
いるところを目撃したミョンファは不信感を抱く。一方、アルムが犯人だと思ったドヒョンは、ソン
ウンにアルムを解雇するよう命令する。

【ドラマ】甘い秘密 第53話

字幕／第53話／ミョンファにアルムから離れてほしいと言われたソンウンは複雑な気持ちに。
そんな中、アルムはデータを盗んでいる女性が映った防犯カメラの映像をドヒョンに見せ自分
1月1日～ の潔白を訴えるのだが…。一方、シュウエイが急に提携を破棄したことでソンウンは窮地に追
い込まれてしまう。自分が確認した際にはあった、違約金に関する記載が消えた契約書を見
て呆然とする。

【ドラマ】甘い秘密 第54話

字幕／第54話／ウィナーズへの投資を申し出たのはフィリップだったとわかり、驚くドヒョン。
条件を受け入れ、話を進めようとすると、ソンウンが反発する。一方、料理を持って家に来た
1月1日～ ミョンファに対し、フィリップは違和感を覚える。結局、共同経営者となったフィリップは、ソンウ
ンと一緒にデザインチームを訪れる。突然現れたフィリップを見たアルムは戸惑いを隠せず
…。
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【ドラマ】甘い秘密 第55話

字幕／第55話／フィリップはドヒョンとソンウンの前でアルムの子どもの父親が自分であること
を明かし、アルムたちを当惑させる。さらにフィリップに会ったミョンファに他の男がいるから子
1月1日～
供の父親を振るなんてとアルムは怒られる。悩んだ末、アルムは会社を辞めることを決心す
る。

【ドラマ】甘い秘密 第56話

字幕／第56話／ソンウンのためにひざまずいたアルムにプライドを傷つけられ、2人への憎し
みが増したフィリップ。邪魔な存在であるソンウンを会社から追い出そうと陰である計画を練
1月1日～
る。そんな中、シュウエイとの契約破棄がフィリップの仕業だったと知ったソンウンは、フィリッ
プから会社を守るために動き出す。アルムは、新しいデザインを任されることになり…。

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第28話

字幕／第28話 「母と子の思い」／ジヌをウソクに仕立て手助けしてきたのはエンナンだと分か
り、テサンは激怒する。エンナンはマ家を後にして、かつての恋人サンウの復讐を果たすため
1月1日～
にシンファを手に入れる計画を実行し始める。ドジンは就職がなかなか決まらず運転代行の
仕事を始めることに。ヨンオクは投資商品の加入をエサにジュランをはめていく。

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第29話

字幕／第29話 「夢にまで見た再会」／ウソクが我が子だと知ったボンニョはうれし涙にむせ
び、2人は30年ぶりの再会を喜ぶ。プングムが近々、簡易宿を出ると知ったウォランは心中穏
1月1日～
やかでない。ジュヒは魔法のベーカリーから取引先を奪おうと画策。エンナンはテサンを破滅
させるべく彼の悪事を株主に暴露する。一方、ウソクにはコブク製菓の資料を渡し…。

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第30話

字幕／第30話 「復活」／ウソクは30年前の火災事件の記憶を取り戻し始める。一方シンファ
ではテサンとエンナンの間で株をめぐる争いが繰り広げられる。大家であるオ社長のマンショ
1月1日～
ンに移ろうとするプングムの様子を見てウォランはヤケ酒を飲み泥酔してしまう。ミオはベーカ
リーのチラシを見たCM監督に声をかけられて大喜び。

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第31話

字幕／第31話 「覚めた眠り」／ウソクはエンナンから30年前の話を聞き、自分がジヌからウソ
クになったいきさつを知る。婦人会会長からイタヤカエデの樹液をもらったスインは、樹液を
1月1日～
使ったヘルシーなパンを作ろうと思い立つ。そんな中、ウソクはスインに正式にプロポーズす
るのだった。一方、エンナンにはさらに秘密があった。

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第32話

字幕／第32話 「運命のいたずら」／ドヒョンが生きていることを知ったジュランたちは急いで別
荘に駆けつけ、ドヒョンはシンファ病院に搬送される。テサンはエンナンを会社に呼びつけてな
1月1日～
じるが、株主総会を中止すればドヒョンを隠した件を警察に訴えないと言い、取引を持ちかけ
る。一方ヨンオクに乗せられたジュランはついに多額の投資をすることに。

【ドラマ】秘密の扉 -儀軌殺人事件- 第
17話

字幕／第17話 世子の挑戦／英祖は3年ぶりに政務に復帰するソンを鼓舞しつつも、人事と外
交、国防の決定権は自分が保持すると告げる。一方、少論派のイ・ジョンソンは朝会で「3年前
1月1日～
の逆賊の家族を赦免してほしい」と訴えるが、ソンは事件について再論はしないと断言。ソン
の政治に密かに期待していたチョルチュは、これを知って失望する。

【ドラマ】秘密の扉 -儀軌殺人事件- 第
18話

字幕／第18話 民との約束／英祖はソンを呼び、科挙の規定を元に戻せと命令。さらに、礼曹
判書のイ・ジョンソンを罷免し、ミン・ベクサンを後任に指名する。一方、チョルチュはソンの前
1月1日～
に姿を現し、平民が科挙を受験するための方法を提案する。そんな中、キム・サンノは、新た
な王妃を迎えて嫡男の世継ぎを作るべきだと英祖に進言。

【ドラマ】秘密の扉 -儀軌殺人事件- 第
19話

字幕／第19話 地位など要らぬ／科挙試験場の門を開け、平民たちを呼び入れたイ・ジョンソ
ン。ソンは直訴を受け入れ、平民にも受験の機会を与えると宣言する。これを知った英祖は御
1月1日～
営大将のホン・ボンハンを呼び、兵士を送って試験をやめさせるように指示。民の暴徒化を恐
れたチェ・ジェゴンは、英祖の説得にあたる。

Get it Beauty（2016）＃034

字幕／＃34 野菜で変身！ビューティーインサイド！／すべての女性にとって“美”は永遠の
1月1日～ 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）＃035

字幕／＃35 化粧ノリを良くするクレンジング法大公開！／すべての女性にとって“美”は永遠
1月1日～ 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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Get it Beauty（2016）＃036

字幕／＃36 頭皮のホームケア特集／すべての女性にとって“美”は永遠のテーマ。『頭の
1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！

Mnet ライブ ＃343 MXM

字幕／＃343 MXM／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
1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、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 ＃344 VIXX

字幕／＃344 VIXX／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
1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、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 ＃345 Lovelyz

字幕／＃345 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
1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、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 ＃346 宇宙少女

字幕／＃346 宇宙少女／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
1月1日～ 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（2016） ＃029

字幕／＃29／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
1月1日～
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

Tasty Road（2016） ＃030

字幕／＃30／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
1月1日～
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

THE BODY SHOW ＃04

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
1月1日～
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

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
1月1日～
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 ＃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
1月1日～
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 ＃05

字幕／＃5／「お家ごはん ペク先生」などで有名な料理研究家ペク・ジョンウォンが、人気アイ
1月1日～ ドルらと共にアジア各国を旅しながら現地の食材で新概念料理を作っていくグローバルヒーリ
ング料理旅行！

食べて、寝て、食べて ＃06

字幕／＃6／「お家ごはん ペク先生」などで有名な料理研究家ペク・ジョンウォンが、人気アイ
1月1日～ ドルらと共にアジア各国を旅しながら現地の食材で新概念料理を作っていくグローバルヒーリ
ング料理旅行！
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役に立つ男達 ＃04

字幕／＃4／家の外ではいつも堂々としていて、仕事が全てという考えのもと尊敬を集める社
会人として生きてきた男達。最初は頼もしかったが、家庭の中ではだんだん役に立たなくなっ
1月1日～
ている！？その考えを覆すべく4人の男たちがここに集結！女性たちのリアルな悩みに耳を
傾け、女心を100％満足させる“生活に必要な様々なテクニック”の習得に挑戦する。

役に立つ男達 ＃05

字幕／＃5／家の外ではいつも堂々としていて、仕事が全てという考えのもと尊敬を集める社
会人として生きてきた男達。最初は頼もしかったが、家庭の中ではだんだん役に立たなくなっ
1月1日～
ている！？その考えを覆すべく4人の男たちがここに集結！女性たちのリアルな悩みに耳を
傾け、女心を100％満足させる“生活に必要な様々なテクニック”の習得に挑戦する。

役に立つ男達 ＃06

字幕／＃6／家の外ではいつも堂々としていて、仕事が全てという考えのもと尊敬を集める社
会人として生きてきた男達。最初は頼もしかったが、家庭の中ではだんだん役に立たなくなっ
1月1日～
ている！？その考えを覆すべく4人の男たちがここに集結！女性たちのリアルな悩みに耳を
傾け、女心を100％満足させる“生活に必要な様々なテクニック”の習得に挑戦する。

【KPOP】Mcountdown（ASTRO 他出
演） 2018年08月09日韓国生放送

配信中

字幕／2018年08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（BTS（防弾少年
団） 他出演） 2018年08月30日韓国生
放送

配信中

字幕／2018年08月30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）
2018年09月20日韓国生放送

配信中

字幕／2018年09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（LABOUM 他出
演） 2018年08月23日韓国生放送

配信中

字幕／2018年08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（PENTAGON 他
出演） 2018年09月13日韓国生放送

配信中

字幕／2018年09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（TWICE 他出演）
2018年09月27日韓国生放送

配信中

字幕／2018年09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（ソンミ 他出演）
2018年09月06日韓国生放送

配信中

字幕／2018年09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（チョンハ 他出
演） 2018年08月02日韓国生放送

配信中

字幕／2018年08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
＃292

配信中

字幕／＃292 SEVENTEEN、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！

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約95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／＃293 FTISLAND、SEVENTEEN 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／＃294 FTISLAND、レオ（VIXX） 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／＃295 MXM、（G）I-DLE 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／＃296 BTS（防弾少年団）、SHINHWA 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／＃297 ナム・ウヒョン、ソンミ 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41話／スジに会ったフィリップは、アルムに離婚した前妻が韓国に来たことを告げ
る。テレビを見ていたミョンファは自分が投資した新都市の計画は詐欺だったことを知りショッ
クを受ける。そんな中、若手経営者の集まりでフィリップが結婚していたことを聞いたソンウン
は驚く。その頃、アルムにフィリップの前妻であるスジから電話があり、会うことになるのだが
…。

配信中

字幕／第42話／フィリップに会い、アルムに対する自分の気持ちを確信したソンウン。ユニと
の結婚を急ぐドヒョンに、自分はまだアルムを愛しているためユニとは結婚できないとはっきり
伝える。フィリップの前妻であるスジに会ったアルムは、フィリップがまだ離婚の訴訟中だと聞
かされ衝撃を受ける。

【ドラマ】甘い秘密 第43話

配信中

字幕／第43話／スジから離婚の訴訟中だと聞いたアルムは、ティファニーを連れてフィリップ
の元を訪れ、問い詰めるもフィリップは言い訳をする。そこで偶然にDNA鑑定結果を見てし
まったアルムはフィリップに激怒し、別れを告げる。焦ったフィリップはアルムを取り戻そうとす
るのだが…。一方、フィリップに会ったミョンファは、詐欺にあったことをつい話してしまい…。

【ドラマ】甘い秘密 第44話

配信中

字幕／第44話／フィリップは、別れを告げ連絡を断ったアルムと会社で口論になる。偶然それ
を見かけたソンウンはフィリップに殴り掛かり、2人はその場でケンカに。そんな中、結婚式の
式場を決めようとするパンソクとミョンファに、アルムは話があると切り出す。

配信中

字幕／第45話／ドヒョンから、ソンウンとユニの結婚の話はなかったことにすると言われ、スア
は慌てる。そしてユニに怒りの電話をするのだが…。そんな中、アルムの婚約破棄を知ったソ
ンウンは、自分がアルムとティファニーを守っていくと宣言する。一方、フィリップとは結婚でき
ないと言うアルムの話を聞いたミョンファは、ティファニーを連れてフィリップに会いに行く。

【ドラマ】甘い秘密 第46話

配信中

字幕／第46話／未婚の母だと世間に公表したアルム。会社まで押し寄せる記者たちに囲ま
れ、困っているところをソンウンに助けられる。そして、お互いの素直な気持ちを話すのだが
…。その頃、未婚の母であるアルムを好きになったソンウンに激怒したドヒョンは、怒りの矛先
をアルムへ向ける。一方、フィリップから呼び出されたアルムは、婚約指輪を返そうとするのだ
が…。

【ドラマ】甘い秘密 第47話

配信中

字幕／第47話／アルムのせいで離婚訴訟が不利になったフィリップ。ソンウンのところへは行
かせないと憤り、アルムを奪ったソンウンを破滅させることを心に誓う。そんな中、ハン家で
は、アルムの告白が原因でミョンファが寝込んでいた。そんな母にアルムは心配せずに信じて
ほしいと言うのだが…。

タイトル
【KPOP】Mcountdownバックステージ
＃293

【KPOP】Mcountdownバックステージ
＃294

【KPOP】Mcountdownバックステージ
＃295

【KPOP】Mcountdownバックステージ
＃296

【KPOP】Mcountdownバックステージ
＃297

【ドラマ】甘い秘密 第41話

【ドラマ】甘い秘密 第42話

【ドラマ】甘い秘密 第45話

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約95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48話／ソンウンとアルムを会長室に呼び出し、2人の関係について問いただすドヒョ
ン。アルムを愛していると答えたソンウンを思わずたたいてしまう。自分のせいで傷つけたくな
いという思いから、アルムはソンウンに男に振り回されず、娘のためだけに生きていきたいと
告げる。一方、ユニはアルムのパソコンからこっそりと抜き取ったデザインのデータの買い手
を探す。

配信中

字幕／第23話 「告白記念日」／ウソクが事故に遭ったと聞いたスインは自分が彼を愛してい
たことに気づく。そんなスインの本心を知り、感激するウソク。ドジンに冷たくあしらわれたボ
ギョンは、ミオが子供を産んでいたことをドジンに暴露する。自分に息子がいると知ったドジン
は、その事実を隠していたエンナンを許せず、家を出てしまう。

配信中

字幕／第24話 「固い決心」／ウソクはケガを理由にスインに甘えて身の回りの世話をさせ、
内心楽しむ。ボンニョとイムンはヨンオクのせいで仲たがいしてしまう。一方ウォランは大家と
親しくなっていくプングムの様子を見てイライラ。ドジンはミオとの結婚を決意し家に連れてい
く。スインと気持ちを確かめ合ったというウソクの言葉を聞いたジュヒは腹を立て…。

配信中

字幕／第25話 「恋愛禁止令」／ウソクはコブク堂で働いていたガンチュンと会う約束をする
が、テサンの妨害で実現しない。ドジンとミオが婚姻届を出したことを知ったエンナンは2人を
責める。婦人会に悪評を立てられた魔法のベーカリーは売り上げが低迷。投資者のヨンオク
は仕事に専念しろと、店の全員に恋愛禁止令を出す。

配信中

字幕／第26話 「僕は君の味方」／コブク堂で働いていたガンチュンとようやく再会したボンニョ
は、夫ジェソプの婚外子がコブク堂の情報を求めていると聞かされて腹を立てる。見合いが嫌
で泥酔したジュヒはウソクに抱きついてしまい、それを目撃したスインは腹を立てる。ヨンオク
はプングムらと新たな企画を構想しジュランに近づいていく。

配信中

字幕／第27話 「尽きぬ疑問」／ウソクはシンファを辞めることを決意し、退職願を出す。その
後、ガンチュンに会ったウソクは自分の本当の名前はジヌで、母親はボンニョだと知る。だが
気持ちの整理がつかないウソクは事実をボンニョに告げられない。そんなウソクにテサンは30
年前に彼を救ったのは自分だとウソをつく。

配信中

字幕／第14話 父を倒したい／ソンは英祖の目の前で連判状を燃やし、「あなたは私の政敵
です」と言い放つ。英祖はソンの代理聴政を白紙化し、権限をすべて剥奪する。それから3年
後。ソンはキム・テクに接近し、政治の師匠と仰ぎたいと申し入れる。キム・テクの孫キム・ムン
ら老論派の子弟たちを引き連れて、妓楼に向かったソン。

配信中

字幕／第15話 仕組まれた罠／失敗すれば世継ぎの地位を失うという条件にもかかわらず、
清との外交交渉を引き受けたソン。決断の理由を知ったチェ・ジェゴンは、密かにソンを手助け
する。一方、英祖は外交手腕に長けた少論派の臣下を朝廷に復帰させ、老論派を牽制して王
権を強化しようと目論んでいた。

【ドラマ】秘密の扉 -儀軌殺人事件- 第
16話

配信中

字幕／第16話 失脚／清の使臣たちは腐った高麗人参を見て激怒。すぐに帰国すると席を立
つが、ソンは土下座をして彼らを引き止め、再び交渉の機会を得る。使臣の黙珠を拾ったソン
は、商人のイ・ダルソンを訪ね…。その頃、キム・テクは新たな世子を擁立しようと画策してい
た。これを知ったソンは、訓錬都監で武官たちと酒宴を開く。

Get it Beauty（2016）＃028

配信中

字幕／＃28 職業別のビューティー／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）＃029

配信中

字幕／＃29 完璧な彼の唯一の欠点／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）＃030

配信中

字幕／＃30 家でのブライトニング／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
【ドラマ】甘い秘密 第48話

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第23話

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第24話

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第25話

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第26話

【ドラマ】伝説の魔女 -愛を届けるベー
カリー 第27話

【ドラマ】秘密の扉 -儀軌殺人事件- 第
14話

【ドラマ】秘密の扉 -儀軌殺人事件- 第
15話

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約95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（2016）＃031

配信中

字幕／＃31 ベースメイクアップで大変身！／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）＃032

配信中

字幕／＃32 美の必須！保湿ケア特集／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）＃033

配信中

字幕／＃33 一流女優のメイクアップ術講座／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 ＃337 Red Velvet

配信中

字幕／＃337 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 ＃338 fromis_9

配信中

字幕／＃338 fromis_9／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 ＃339 MONSTA X

配信中

字幕／＃339 MONSTA 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 ＃340 MOMOLAND

配信中

字幕／＃340 MOMOLAND／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 ＃341 SEVENTEEN

配信中

字幕／＃341 SEVENTEEN／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 ＃342 Samuel

配信中

字幕／＃342 Samuel／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！

配信中

字幕／＃22／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

Tasty Road（2016） ＃023

配信中

字幕／＃23／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

Tasty Road（2016） ＃024

配信中

字幕／＃24／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

Tasty Road（2016） ＃022

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約95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／＃25／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

配信中

字幕／＃26／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

配信中

字幕／＃27／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

配信中

字幕／＃28／グルメ番組「Tasty Road」がシーズン7を迎え、さらにパワーアップして生まれ変
わった！新MCには「ニューハート」「カプトンイ 真実を追う者たち」の女優キム・ミンジョンと日
本でも活躍の幅を広げているガールズグループGirl’s Dayのユラ。食べることがとにかく大好
きな2人が紹介する最新グルメスポットは必見！

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。

チョン・リョウォンのグローバル同居 ＃
07

配信中

字幕／＃7／現地の家で生活をしながら、現地の日常生活を体験する新概念リアルバラエ
ティの第2弾！慌てん坊のリョウォン、彼女のサポート係のスミ、そしてシェアハウスの同居人2
人とのドタバタストーリーをお楽しみに！

チョン・リョウォンのグローバル同居 ＃
08

配信中

字幕／＃8／現地の家で生活をしながら、現地の日常生活を体験する新概念リアルバラエ
ティの第2弾！慌てん坊のリョウォン、彼女のサポート係のスミ、そしてシェアハウスの同居人2
人とのドタバタストーリーをお楽しみに！

食べて、寝て、食べて ＃01

配信中

字幕／＃1／「お家ごはん ペク先生」などで有名な料理研究家ペク・ジョンウォンが、人気アイ
ドルらと共にアジア各国を旅しながら現地の食材で新概念料理を作っていくグローバルヒーリ
ング料理旅行！

食べて、寝て、食べて ＃02

配信中

字幕／＃2／「お家ごはん ペク先生」などで有名な料理研究家ペク・ジョンウォンが、人気アイ
ドルらと共にアジア各国を旅しながら現地の食材で新概念料理を作っていくグローバルヒーリ
ング料理旅行！

食べて、寝て、食べて ＃03

配信中

字幕／＃3／「お家ごはん ペク先生」などで有名な料理研究家ペク・ジョンウォンが、人気アイ
ドルらと共にアジア各国を旅しながら現地の食材で新概念料理を作っていくグローバルヒーリ
ング料理旅行！

タイトル
Tasty Road（2016） ＃025

Tasty Road（2016） ＃026

Tasty Road（2016） ＃027

Tasty Road（2016） ＃028

THE BODY SHOW ＃01

THE BODY SHOW ＃02

2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約95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
食べて、寝て、食べて ＃04

役に立つ男達 ＃01

役に立つ男達 ＃02

役に立つ男達 ＃03

配信
開始

内容

配信中

字幕／＃4／「お家ごはん ペク先生」などで有名な料理研究家ペク・ジョンウォンが、人気アイ
ドルらと共にアジア各国を旅しながら現地の食材で新概念料理を作っていくグローバルヒーリ
ング料理旅行！

配信中

字幕／＃1／家の外ではいつも堂々としていて、仕事が全てという考えのもと尊敬を集める社
会人として生きてきた男達。最初は頼もしかったが、家庭の中ではだんだん役に立たなくなっ
ている！？その考えを覆すべく4人の男たちがここに集結！女性たちのリアルな悩みに耳を
傾け、女心を100％満足させる“生活に必要な様々なテクニック”の習得に挑戦する。

配信中

字幕／＃2／家の外ではいつも堂々としていて、仕事が全てという考えのもと尊敬を集める社
会人として生きてきた男達。最初は頼もしかったが、家庭の中ではだんだん役に立たなくなっ
ている！？その考えを覆すべく4人の男たちがここに集結！女性たちのリアルな悩みに耳を
傾け、女心を100％満足させる“生活に必要な様々なテクニック”の習得に挑戦する。

配信中

字幕／＃3／家の外ではいつも堂々としていて、仕事が全てという考えのもと尊敬を集める社
会人として生きてきた男達。最初は頼もしかったが、家庭の中ではだんだん役に立たなくなっ
ている！？その考えを覆すべく4人の男たちがここに集結！女性たちのリアルな悩みに耳を
傾け、女心を100％満足させる“生活に必要な様々なテクニック”の習得に挑戦する。

