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【KNTVにSMアーティストが大集結！ 第6弾】

ユンホ（東方神起）がスペシャルディレクターとして登場！

新オーディション番組『UNDER19』KNTVで1月日本初放送スタート！
【K-POPの歴史を彼らが変えた！BTS(防弾少年団）特集 第2弾】

『2018 韓国 大衆文化芸術賞』1月日本初放送！

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KNTVにSM
アーティストが大集結！第6弾として東方神起のユンホが特別出演する新オーディション番組
『UNDER19』を1月より日本初放送することを決定いたしました。またK-POPの歴史を変えたBTS（防
弾少年団）が文化勲章を受賞した『2018 韓国 大衆文化芸術賞』の模様も日本初放送いたします！

『UNDER19』（読み方はナインティーン）は韓国で11月から放送がスタートしたばかりの新オーディシ
ョン番組。57名の練習生たちが毎週熾烈な戦いを繰り広げます。注目は豪華ディレクター陣！ウニョ
ク（SUPER JUNIOR）、ソルジ（EXID）らが練習生たちにアドバイスするほか、スペシャルディレクターと
して東方神起のユンホも登場！

またSMアーティストが大集結特集として、SHINeeのミンホがMCを務めた『コリアンミュージックウェ
ーブ 2018』や『K-POPアイドルスタースポーツ選手権』の最新回なども日本初放送でお届けします。

さらに1月はBTS（防弾少年団）が史上最年少で文化勲章を受賞した『2018 韓国 大衆文化芸術賞』
を日本初放送でお届け。7人の感動のスピーチは必見です！

2019年もKNTVと一緒に笑顔と音楽に溢れた一年を♪

Press Release
24時間、365日韓流三昧

泣ける、トキメク、あなたがハマる



『 K-POPアイドルスタースポーツ選手権2018 秋夕』

放送日時
1-2部 1月12日（土） 3-4部 1月19日（土）
午後6：00～8：00（2話連続）ほか日本初放送

話数/クレジット 全4回/ⓒMBC

出演者

■MC：イトゥク（SUPER JUNIOR）、ナヨン（TWICE）、チョン・ヒョンム
※ボウリングのみBOOM、ユラ（Girl's Day）
■出演：Wanna One（ハ・ソンウン、ペ・ジニョン）、VIXX（レオ、ラビ、ケン）、
SEVENTEEN、NCT（ルーカス、チョンロ、ジェノ）、シンドン（SUPER JUNIOR）、ヤ
ン・セヒョン、キム・ドンジュン、Red Velvet、TWICE、ASTRO、ONF、Golden Child、
THE BOYZ、GFRIEND、MOMOLAND、gugudan、April、宇宙少女、UNB、キム・ド
ンハン、NU'EST W、MXM、ELRISほか
■＜足球＞特別出演：ソ・ジソク

見どころ

今年の秋に行われた『K-POPアイドルスタースポーツ選手権』の最新回を早くも
日本初放送！人気絶頂のWanna One（ハ・ソンウン、ペ・ジニョン）、TWICEを筆頭

に要注目の人気急上昇中アイドルまで、豪華スターたちが大集結！ボウリング
やアーチェリー、徒競走、セパタクロー（足球）などで自慢の身体能力を発揮す
る！MCはイトゥク（SUPER JUNIOR）＆ナヨン（TWICE）＆チョン・ヒョンムが担当。

『UNDER19』 （読みはナインティーン）

放送日時
1月17日（木）日本初放送スタート 毎週（木） 深夜0：45～2：15
※初回は30分拡大し、深夜0：45～2：45ほか

クレジット ©MBC

出演者

■MC：キム・ソヒョン
■スペシャルディレクター：ユンホ（東方神起） ※不定期出演
■出演：ウニョク（SUPER JUNIOR）、ソルジ（EXID）、CRUSH、Dynamic Duo、ファ
ン・サンフン

見どころ

数々のスターを生み出した韓国オーディション界。この秋MBCからティーンエイ
ジャー限定の新たなオーディション番組がスタート！スペシャルディレクターとし
て東方神起のユンホも登場！ウニョク（SUPER JUNIOR）、ソルジ（EXID）、
CRUSH、Dynamic Duoら豪華ディレクター陣も出演。MCは『仮面の王イ・ソン』の
キム・ソヒョン。57名のフレッシュな練習生がボーカル、ラップ、パフォーマンスの
各パートで毎週汗と涙の戦いを繰り広げる。日本人練習生にも注目！

『コリアンミュージックウェーブ 2018 』

放送日時 1月21日（月） 午後8：50～10：45ほか日本初放送

話数/クレジット 全1回/©2018 MBC

出演者

■MC：ミンホ（SHINee）、チョ・ボア
■出演：SHINHWA、NCT、TWICE、iKON、THE BOYZ、Lovelyz、ソンミ、宇宙少女、
PENTAGON、(G)I-DLE、Berry Good、キム・チョンハ、Urban Zakapa、DUETTO、
NORAZO

見どころ

MBCで9月5日～9日まで開催された「DMCフェスティバル」のハイライトイベント
『コリアンミュージックウェーブ 2018』の模様を日本初放送でお届け！人気爆発
中のTWICEを筆頭に、SHINHWA、NCT、iKON、Lovelyz、ソンミ、宇宙少女、
PENTAGONら新旧豪華アイドルたちの華やかなステージをお楽しみに！MCは
SHINeeのミンホと『愛の温度』の女優チョ・ボア。



『ランニングマン』

放送日時

毎週（金） 深夜0：45～2：30日本初放送中
1月11日、18日（金）は
アイリーン＆ジョイ（Red Velvet）出演回

クレジット ©SBS

出演者

■レギュラー陣：ユ・ジェソク、チ・ソクジン、キム・ジョングク、ハハ、ソン・ジヒョ、
イ・グァンス、チョン・ソミン、ヤン・セチャンほか
■ゲスト：アイリーン＆ジョイ（Red Velvet）、カン・ハンナ、ソル・イナ

見どころ

韓国中から愛される大人気バラエティにRed Velvetのアイリーン＆ジョイが出演

した最新回を早くも日本初放送！過去に大活躍した豪華ゲストが再集結し、相性
が問われる“知ってる相棒”レースで戦いを繰り広げる。メンバーたちがどれだけ
お互いについて知っているか、『ランニングマン』への愛が試される!?アイリーン
＆ジョイ（Red Velvet）の登場に、レギュラーメンバーもテンションアップ！2人は新
曲も披露するほか、ジョイが握るユ・ジェソクの弱点とは?ペア決めから盛り上がり
すぎて収拾がつかなくなった爆笑回をお楽しみに。

放送日時
1月13日（日）スタート 毎週（日） 午前8：15～正午
（3話連続）ほか

話数/クレジット 全24話/©RaemongRaein

出演者 チョン・イル、ユンホ(東方神起)、コ・ソンヒ、ソ・イェジ、 ユン・テヨンほか

見どころ

1月から毎週日曜日の午前は心躍る名作を一挙放送でお届けする＜ときめき♡
サンデー＞枠がスタート。第1弾はユンホ（東方神起）が実直な武官を熱演し話題

を集めた『夜警日誌』をお届け！悪霊との戦いに挑む“夜警団”の恋と成長を描く
ファンタジーロマンス時代劇。ユンホの華麗なアクションや涙の演技は必見。チャ
ンミンが歌うOSTも物語を盛り上げる！

＜ときめき♡サンデー＞ 『夜警日誌』

放送日時 1月28日（月） 午後8：50～11:15ほか日本初放送

話数/クレジット

全1回/
©Ministry of Culture, Sports and Tourism 
©Korea Creative Content Agency all rights reserved.
©JTBC all rights reserved.

出演者

■MC：シン・ヒョンジュン、イ・ジエ
■受賞者：BTS（防弾少年団）、ユ・ジェソク、キム・ナムジュ、ソン・イェジン、Red 
Velvet

見どころ

10月25日にソウルで行われた『2018 韓国 大衆文化芸術賞』を日本初放送！史
上最年少で花冠文化勲章を受賞したBTS（防弾少年団）の感動のスピーチは見逃
せない！Red Velvetの祝賀ステージのほか、キム・ナムジュ、ソン・イェジンら豪華
女優陣、国民的芸人ユ・ジェソクも登場。
【主な受賞者】
◎銀冠文化勲章：イ・スンジェ［俳優］
◎宝冠文化勲章：キム・ヨンオク［俳優］
◎花冠文化勲章：BTS（防弾少年団）［歌手］
◎大統領表彰：キム・ナムジュ［俳優］、ユ・ジェソク［コメディアン］、ユンサン［歌手］

◎国務総理表彰：ソン・イェジン［俳優］、イ・ソンギュン［俳優］、故キム・ジュヒョク［俳優］、チョン・
ヒョンム［タレント］
◎文化体育観光部長官表彰：グッカステン［歌手］、Red Velvet［歌手］、パク・ナレ［コメディアン］

『2018 韓国 大衆文化芸術賞』



『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2017』

放送日時 1・2部 1月6日（日） 午後5：30～8：00ほか

話数/クレジット 全2回/©MBC

出演者

■MC:イ・スグン、チョン・ヒョンム、チョン・ウンジ（Apink）
■出演：BTS（防弾少年団）、SEVENTEEN、VIXX、MONSTA X、ASTRO、SNUPERほか
※出演者（グループ名）は放送当時のままです

見どころ

KNTVではK-POPアイドルスタースポーツ選手権を過去14回分毎月放送中！1月
は2017年旧正月大会の模様をお届け。アイドルグループ38組、合計194人が出

場。豪華開幕式では公式テーマソングに合わせて皆で仲睦まじい準備運動を披
露。陸上、アーチェリー、エアロビクスなどで真剣勝負を繰り広げる！リレーで連
覇を目指すBTS(防弾少年団）に対抗するのは一体どのアイドルか！？MCはお馴
染み、イ・スグン＆チョン・ヒョンム＆Apinkのチョン・ウンジ。今回から新設された
男子エアロビクスではSEVENTEEN、ASTRO、TEENTOPらが1ヶ月の猛特訓の成果
を見せる！

放送日時 1・2部 1月5日（土） 午後5：30～8：00ほか

話数/クレジット 全2回/©MBC

出演者

■MC:イ・スグン、チョン・ヒョンム、ヘリ（Girl‘s Day）
■出演：BTS（防弾少年団）、Block B、GOT7、TWICE、EXID、VIXX、MONSTA X、AOA、
GFRIEND、B1A4、ASTRO、Apink、BTOB、宇宙少女、OH MY GIRL、UP10TION、
Lovelyz、MAMAMOO、B.A.Pほか
※出演者（グループ名）は放送当時のままです

見どころ

KNTVではK-POPアイドルスタースポーツ選手権を過去14回分毎月放送中。1月
は2017年大会のほか、BTS（防弾少年団）が活躍した2016年秋夕回もお届け。ア

イドルスターたちがシルム（韓国の相撲）やフットサル、アーチェリーなど様々なス
ポーツに挑戦！MCは、チョン・ヒョンム＆Girl‘s Day ヘリ＆イ・スグン！総勢１９グ
ループの人気アイドルたちが全身全霊で頑張ってる姿は必見！400mリレーでは、
王座に君臨するBTS（防弾少年団）に挑戦状をたたきつけるグループが登場！

『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2016 秋夕』

放送日時 1月21日（月） 深夜0：45～2：45ほか日本初放送

クレジット ©MBC

出演者

■MC：キム・ソンジュ
■出演：ファニ（Fly To The Sky）、チョン・ドンハ、チョ・ジャンヒョク、キム・ホヨン、ホ
ン・ジミン、キム・ヨンジ、ソヒャン、キム・ジョハン（Solid）、ソヌ・ジョンア、パク・ジン
ジュ

見どころ

MBCで9月5日～9日まで開催された「DMCフェスティバル」で行われた『覆面歌
王』のスペシャルステージを日本初放送！MBCが誇る人気音楽番組で人気を集

めた出演者たちが大集結。野外ステージに圧倒的歌唱力を誇るアーティストたち
の歌声が響き渡る！

『覆面歌王 The Winner』



【映画】『華麗なるリベンジ』

放送日時 1月5日（土） 午後8：50～11：15ほか

クレジット
©2016 SHOWBOX, MOONLIGHT FILM AND SANAI PICTURES CO., LTD ALL 
RIGHTS RESERVED.

出演者
ファン･ジョンミン、カン・ドンウォン、イ・ソンミン、パク・ソンウン、キム・ウンス、シ
ン・ヘソンほか

あらすじ

熱血検事ジェウク（ファン・ジョンミン）は、取り調べ中に容疑者を死に追いやっ
たという濡れ衣を着せられ、一夜にして検事から懲役１５年の服役囚へと転落し
てしまう。身の潔白を晴らすことを心に誓った彼は、獄中で知り合った前科９犯の
イケメン詐欺師チウォン（カン・ドンウォン）に近づき、「俺の計画に協力してくれた
ら、お前を出所させてやる」と極秘取引を持ちかける。最強の頭脳を持つ元検事
×最強のビジュアルを持つ詐欺師がバディとなって繰り広げる痛快クライムエン
タテインメント！

放送局
スカパー！プレミアムサービス/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】

『Power of K Behind』

放送日時
#30・31 1月12日（土） #32・33 1月19日（土）
午後5：30～6：00（2話連続）ほか日本初放送

クレジット ©Digital Adventure

出演者
#30 NORAZO、#31 ７ O'Clock、#32 IZ、#33 Sugartint
（#33で終了）

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！1月は人気バンドNORAZOやオリジナル番組も好評だった注目を集めるK-
POPアイドル７ O‘Clock、新人アイドル IZらが登場。

放送日時 1月7日（月） 午後6：15～7：15ほか

クレジット ©ぐるタメ制作委員会

出演者 ソンフン

見どころ

2018年8月11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“内のソ

ンフンの単独イベントの模様を放送。ドラマ『高潔な君』『じれったいロマンス』など、
オレ様な役柄とは180度異なる少年のような気さくな素顔をたっぷりお届け！

『2018 SUMMER VACATION with SUNG HOON in OSAKA』


