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IU出演リアルバラエティ

『ヒョリの民宿』KNTVで11月日本初放送スタート！
V.I（BIGBANG)登場『ロマンスパッケージ』

B.A.P6人のラストライブ『2018 BOTH HANDS UP with B.A.P in OSAKA』

株式会社デジタルアドベンチャー（本社：東京都港区、代表取締役：チェ・グァンヨン）はIU
出演のリアルバラエティ『ヒョリの民宿』を11月17日（土）より日本初放送することを決定い
たしました！

KNTVで大好評のパク・ボゴム出演のシーズン2に続き、11月からは実力派シンガーIUが登場する
シーズン1を日本初放送。K-POP界の女王、イ・ヒョリが実際に住む済州島の自宅を民宿として大公
開する大人気バラエティです。今回はIUが民宿スタッフとして参加し、料理、掃除、洗濯などすっぴん
で働き回る！ステージとは180度異なるほんわかした等身大のIUの魅力が詰まっています。

また11月は新バラエティ『ロマンスパッケージ』も日本初放送。一般男女が週末お見合いを繰り広
げるカップルメイキングバラエティ。♯1～♯3はスペシャルMCとしてV.I（BIGBANG）も登場！得意の
洞察力を活かした爆笑MCっぷりでカップルたちの恋の行方を占います。

さらに先日メンバーの卒業が発表された人気ヒップホップグループ、B.A.Pの6人揃っての最後のス
テージとなった『2018 BOTH HANDS UP with B.A.P in OSAKA』も日本初放送でお届け。

若手実力派女優チン・セヨンの日本初ファンミーティングの模様も日本初放送するほか、レギュラ
ー放送中のバラエティも豪華ゲストが続々登場！

11月も最新韓国バラエティ見るならKNTV！
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泣ける、トキメク、あなたがハマる



『B.A.P UNTACT』

放送日時 11月26日（月）スタート 毎週（月） 午後6：15～7：15ほか

話数/クレジット
全4回/
ⓒ2018 iHQ Entertainment ＆ Media GROUP，All rights reserved．

出演者 B.A.P

見どころ

スマホやSNSが普及した現代社会で過剰な社会とのコンタクトから距離を置く意
味の最近注目されている新造語UNTACT（UN＋CONTACT＝つながらない）。B.A.P
の6人が現代人の必需品、スマホを取り上げられて韓国最南端にある小さな島で
4日間の自給自足生活にチャレンジ！島のいたるところに隠されたアイテムを
ゲットしながら、釣りや畑仕事、日曜大工などに奮闘する6人の素顔をお届け！

『ヒョリの民宿』

放送日時
11月17日（土）日本初放送スタート
毎週（土 ）深夜0：45～2：30ほか

話数/クレジット 全14回/©JTBC co.,Ltd all rights reserved

出演者 イ・ヒョリ、IU、イ・サンスンほか

見どころ

K-POP界のディーバ、イ・ヒョリが夫でミュージシャンのイ・サンスン＆愛犬たち
と共に住む済州島の自宅を民宿として公開する大人気バラエティ。今回は実力
派アーティスト、IUが民宿アルバイトとして参加。料理、掃除、洗濯などマメに働き
回る。すっぴんで奮闘するIUが可愛すぎる！

『ロマンスパッケージ』

放送日時
11月5日（月）日本初放送スタート
毎週（月） 午後11：15～深夜0：45ほか

話数/クレジット 全13回/ⓒSBS

出演者
■MC：チョン・ヒョンム、イム・スヒャン
■#1～#3ゲスト：V.I（BIGBANG）ほか

見どころ

一般男女がホテルを舞台に3泊4日の週末お見合いを繰り広げる新バラエティ。
＃1～＃3はスペシャルMCとしてV.I（BIGBANG）が登場！得意のトークでカップル
成立を盛り上げる！

『2018 BOTH HANDS UP with B.A.P in OSAKA』

放送日時 11月24日（土） 午後7：00～8：00ほか日本初放送

話数/クレジット 全１回/ⓒTSENTER.Inc

出演者 B.A.P

見どころ

8月11日、12日にインテックス大阪で行われた“2018日韓ぐるタメフェスin大阪”
でのB.A.Pの単独イベントを日本初放送。ライブステージのほか、韓国の魅力を伝
えるトークコーナーも。6人体制での最後のパフォーマンスは見逃せない！



『2018 JIN SEYUN FANMEETING ～THE FIRST STORY～』

放送日時 11月24日（土） 午後5：30～6：45ほか日本初放送

話数/クレジット 全１回/ⓒEarlybird ENTERTAINMENT

出演者 チン・セヨン

見どころ

『ドクター異邦人』などで注目を集めた若手実力派女優チン・セヨンが10月8日に

日本教育会館で開催のファンミーティングを日本初放送！ファンとの触れ合いも
たっぷり！

放送日時
毎週（土）午後11：15～深夜0：45ほか
日本初放送中

クレジット ⓒMBC

出演者 11/3、11/10はチョ・インソン、ナム・ジュヒョク出演回

見どころ

人気毒舌トークバラエティにチョ・インソン＆ナム・ジュヒョクらが出演した回を日
本初放送！最新映画で共演中の2人が揃って登場！撮影の合間に行われた
チョ・インソンの家での飲み会の様子を赤裸々告白！また2人をつなぐ運命的な

“ある存在”も明らかに。『ラジオスター』初出演のチョ・インソンはトーク意欲に燃
えるも、果たしてその行方は!?貴重な歌声も披露。

『ラジオスター』

放送日時
毎週（水）深夜0：45～2：45ほか
日本初放送中

クレジット ⓒSBS

出演者 11/14、11/21はイ・スンギ出演回

見どころ

アラフォースターの私生活をスタジオでお母さんたちと共に観察する人気バラエ
ティ。11月はスペシャルMCでイ・スンギが登場する回を日本初放送！同時に喋る

お母さんたちの突っ込みにタジタジのイ・スンギ。年上女性への恋心を歌った自
身の代表曲も熱唱し、お母さんたちの心を狙い撃ちする！

『アラフォー息子の成長日記』

放送日時
#21～#23 11月17日（土） 午後7：15～8：00
（3話連続)ほか日本初放送

クレジット ⓒDigital Adventure

出演者 #21 MAMAMOO、#22 LABOUM、#23 IN2IT

見どころ

韓国・ソウル収録のオリジナルK-POP番組『Power of K』のインタビューを日本初
放送！11月は日本デビューも決まったMAMAMOOのインタビューをお届け！気
さくな4人の素顔をたっぷり。人気ガールズグループLABOUMや人気番組から生
まれたボーイズグループIN2ITも！

『Power of K Behind』



『意外なQ』

放送日時 毎週（日） 午後11：15～深夜0：45ほか日本初放送中

クレジット ©MBC

出演者

11/4はサンドゥル(B1A4)、イ・ソクフン(SG WANNABE)、Kei(Lovelyz)出演回
11/11はJU-NE(iKON)、ユン・ボミ(Apink)出演回
11/18はウングァン(BTOB)、セジョン(gugudan)出演回

見どころ

視聴者からのクイズに人気アイドルたちが答える視聴者参加型バラエティ。11
月はサンドゥル(B1A4)、JU-NE(iKON)、ユン・ボミ(Apink)、ウングァン(BTOB)など豪
華アイドルが続々登場！ウングァン（BTOB）はBTS（防弾少年団）の曲当てに挑戦。
オーディション番組出身のセジョンはI.O.Iのヒット曲を熱唱。セジョンの可愛さに
MC陣も大盛り上がり！JU-NEはクイズに苦戦し意外な天然っぷりを発揮。ユン・
ボミ(Apink)はヒット曲「Mr.Chu」を披露する。

放送日時 11月15日（木） 午後8：50～10：35ほか

クレジット ⓒJTBC co.,Ltd all rights reserved

出演者
■ゲスト：ジョンヨン＆ダヒョン（TWICE ）
■MC：カン・ホドン、イ・ギョンギュ

見どころ

一般家庭に突撃ピンポンし晩ご飯をご馳走になる大人気バラエティ。11月は日
本でも人気絶頂のTWICE出演回をお届け！ジョンヨン＆ダヒョンがキュートなエレ

ベーターガールに扮しサプライズ登場！蚕室（チャムシル）を舞台に果敢にピン
ポンを繰り返すことに。変顔に挑戦したり、玄関先で大ヒットダンスを披露したりと
気さくな素顔がいっぱい！可愛すぎる少年ファンと偶然出会い、番組史上初めて
招待を受けて一食ご馳走になることに。ファンにとっても夢のような晩餐の行方
は!?

『一食ください＜TWICE ジョンヨン＆ダヒョン編＞』

放送日時 毎週（金） 深夜0：45～2：30ほか日本初放送中

クレジット ⓒSBS

出演者 11/9はGOT7出演回

見どころ

体を張ってミッションに挑む人気バラエティにGOT7が登場した回を日本初放
送！2年ぶりの『ランニングマン』出演となった7人は得意の身体能力を活かした

（？）カエル飛びに挑戦したり、回転椅子でグルグル回されたりと予想外の競技
に全力で挑む！思わず本音も飛び出す飾らない素顔がたっぷり。負けず嫌いな
性格から番組企画から脱線した対決も繰り広げられる！

『ランニングマン』



［映画］『王になった男』

放送日時 11月1日（木）午後8：50～11：15ほか

クレジット ©2012 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

出演者
イ・ビョンホン、リュ・スンリョン、ハン・ヒョジュ、キム・イングォン、シム・ウンギョン
ほか

製作陣
監督：チュ・チャンミン（『拝啓、愛しています』）
脚本：ファン・ジョユン（『殺人者の記憶法』）

あらすじ

1616年、朝鮮王朝15代王・光海（イ・ビョンホン）は、常に暗殺の恐怖にさらされ、

次第に精神を病み暴君と化していく。一方、王と瓜二つの顔立ちをした道化のハ
ソン（イ・ビョンホン/2役）は市中でそんな国王の風刺劇を演じ日銭を稼いでいた。

ある日ハソンは宮廷に連れ去られ王の影武者となることを命じられる。初めは戸
惑うハソンだったが、光海の統制する国のあり方に疑問を抱き始め、影武者では
なく民のための本当の王になりたいと願い始める。そんなハソンの姿は周囲の者
を魅了していくが、ハソンの野望が光海の知るところとなり、影武者計画は予想も
しなかった方向に転がり始める。

放送日時 11月8日（木） 午後8：50～10：50ほか

クレジット ©2015 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

出演者 スジ（元miss A）、リュ・スンリョン、キム・ナムギルほか

製作陣 監督・脚本：イ・ジョンピル

あらすじ

朝鮮王朝時代末期、庶民の伝統芸能パンソリの歌い手は男性のみで、女性は
禁戒とされていた。チェソン（スジ/元miss A）は幼い頃からパンソリに魅了され、女

でありながら歌い手になることを誓う。男装してパンソリ塾「桐里精舎」でシン・ジェ
ヒョ（リュ・スンリョン）の元で修行を積む。ある日、チェソンは権力者・興宣大院君
（キム・ナムギル）が主催する宴に危険を冒して臨むのが…。

［映画］『花、香る歌』

放送局

スカパー！プレミアムサービス 657ch
スカパー！プレミアムサービス光 657ch

J:COM 761ch   ひかりTV 570ch       

その他ケーブルテレビにてご覧いただけます。

ホームペー
ジ

https://knda.tv/kntv/

本件に関するお問い合わせ先
宣伝チーム：土井

TEL： 03-6809-5390 FAX： 03-6809-5804
E-mail：1cr1senden@digiadv.co.jp

【韓流No.1チャンネルKNTV概要】


