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K-POP界の歴史を変えた！BTS（防弾少年団）特集

『I AM K-POP IDOL』ほか5月続々放送！

イ・スヒョク、ソンギュ（INFINITE）『キリキリ～似たもの同士』日本初放送

（本社：東京都港区、代表取締役：チェ・グァンヨン）は自社テレビ局「KNTV」において、BTS（防
弾少年団）出演バラエティの数々を集中放送！また豪華出演陣で贈る新バラエティ『キリキリ～
似たもの同士』も5月より日本初放送でお届けします。

5月のKNTVはグローバルスター、BTS（防弾少年団）のフレッシュな新人時代を網羅したバ
ラエティの数々を放送！『I AM K-POP IDOL』ではメンバーが目隠しダンスに挑戦したり、過去
の黒歴史映像を振り返る！また昨年の秋夕特番として制作された『BTSバラエティ年代記』を
アンコール放送。これまでに出演したバラエティの数々をランキング形式で公開。『BTSバラエ
ティ年代記』で紹介する初々しいバラエティ番組も続々お届けします。

また5月は韓国でも今年から放送がスタートしたばかりの新バラエティ『キリキリ～似たもの
同士』を日本初放送。クールな印象が強い俳優イ・スヒョクが気さくな素顔を見せるほか、除隊
したばかりのソンギュ（INFINITE）やウン・ジウォン(SECHSKIES)、グァンヒなど似たもの同士が
一緒に過ごすことに。個性あふれるメンバーたちの活躍をお楽しみに！

さらに昨年末初の東京ドーム公演をソールドアウトさせたBLACKPINKの初リアルバラエティ
『BLACKPINK HOUSE』も放送。メンバーたちの思い描いていた夢の家を舞台に、100日間の
特別休暇が与えられ様々な企画に挑戦することに！ステージでの姿とは異なる等身大の仲
良し4人の飾らない姿をたっぷりお届け。

5月もKNTVで多彩な作品の数々をお楽しみください！

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



【BTS（防弾少年団特集】

『I AM K-POP IDOL 』

放送日時

3/21から毎週（土）深夜1:00～2:45放送
※4/4からは深夜0:15～2:00、
5/16からは深夜0:15～1:30に時間変更

話数/クレジット 全12回 © 2018 TV Chosun

出演者

＜5/30放送回＞
■出演：MC：イトゥク(SUPER JUNIOR)、キム・ジュノ、キム・シニョン
■ゲスト：BTS(防弾少年団)

見どころ

MCがプロデュ―サーとなってアイドルたちの新たな一面を引き出す人気バラエ
ティ。5月はついにBTS（防弾少年団）がゲスト出演した回をお届け！目隠ししてお

馴染みのダンスに挑戦するほか、チーム内ランキングに物申す！ダンスバトル
や愛嬌対決でメンバーランキングを書き直すことに。箱の中身はなんだろうな
ゲームではメンバーの意外な素顔が明らかに！さらに過去に自身の発言を当て
る黒歴史コーナーも。

『最強K-POPアイドルバトル～社長が見ている』

放送日時 5月11日（月）午後5：30～7：45ほか放送

話数/クレジット 全1回 ©SBS

出演者
BTS(防弾少年団)、BTOB、SEVENTEEN、B.A.P、SUPER JUNIOR、TEENTOP、Lovelyz、
UP10TION、GFRIEND、TWICE、AOA、EXID、9MUSESほか

見どころ

BTS（防弾少年団）が出演したスペシャル番組をお届け。所属事務所の社長が
見守る中、アイドル達がモノマネや相撲、ダンスなどで体を張って奮闘する！BTS
（防弾少年団）を筆頭に、SUPER JUNIOR、TWICE、SEVENTEEN、BTOBなど今をトキ
メクK-POPアイドル20組125名の新人時代のフレッシュな素顔が満載！

『BTSバラエティ年代記』

放送日時 5月2日（土）午後5：00～6：00放送

話数/クレジット 全1回 ©SBS

出演者
■MC：キム・ソンジュ、チョン・ヒョンドン、チャン・イェウォン
■出演：BTS（防弾少年団）

見どころ

ワールドスター、BTS（防弾少年団）の新人時代のバラエティを集めたスペシャル

番組をアンコール放送！これまでに出演した番組の名場面や未公開シーンをラ
ンキング形式でお届け！モノマネやダンスなど、慣れないバラエティにも全力で
挑むメンバーの姿がたっぷり。デビュー5日目の初々しい姿も！

『ジャングルの法則＜JIN（BTS）出演回＞』

放送日時 5月9日～6月6日 毎週（土）午後5：00～6：30放送

話数/クレジット 全5回 ©SBS

出演者
JIN(BTS/防弾少年団)、キム・ビョンマン、コンミョン(5urprise)、Sleepy(Untouchable)、
ソンソ(宇宙少女)、ソルビ、ユン・ダフン

見どころ

ジャングルで自給自足の生活を送るサバイバルバラエティ。JINが参加したコタ
マナド編をアンコール放送！ジャングルでもポジティブで愛嬌満点なJIN。得意の

釣りに挑戦するほか、潜水では張り切りすぎてベースキャンプに緊急搬送される
事件も。



【BTS（防弾少年団特集】

『ショー！K-POPの中心＜BTS出演回＞』

放送日時
#461 5月6日（水） 午後10：30～11：45ほか放送
#446 5月19日（火） 午後2：00～3：15放送

話数/クレジット 全2回 ©MBC

出演者

＜#461＞■スペシャルMC：ジコ(Block B)、チャンヨル(EXO)
■出演：BTS(防弾少年団)、SNUPER、ASTRO、KNK、AOA、GFRIEND、TWICE、BTOB、
MAMAMOO、NCT U、チョン・ヒョソン(Secret)、UP10TION、SEVENTEEN、宇宙少女、
EXID、OH MY GIRL、Apink、Block B、CNBLUE、テ・ジナ
＜#446＞■MC：キム・セロン、キム・ミンジェ
■出演：BTS(防弾少年団)、EXO、SHINee、INFINITE、Lovelyz、GFRIEND、GOT7、
Red Velvet、AOA、VIXX、B.A.P、MAMAMOO、EXID、B1A4、Apink、TEENTOP

見どころ

『ショー!K-POPの中心』の韓国放送500回記念回＜KNTV：#461＞をアンコールで
お届け。ブレイク前夜のBTS（防弾少年団）が「I NEED U」「RUN」のスペシャルス
テージを披露！情熱溢れるパフォーマンスのほか、『ショー！K-POPの中心』スぺ
シャルMCを務めた時のエピソードも明かす。新人時代のTWICEはGFRIENDとチェ
ンジステージを披露するほか、ASTROがEXOの「Growl」をカバーするなどこの日だ
けのスペシャル演出が満載。さらに2015年の年末決算特集＜KNTV:#446＞もア
ンコール放送。一年間活躍したアーティストが総出演。BTSは「I NEED U」のステー
ジを披露するほか、SHINee、EXOなども登場！

『Power of K 2016～Korea TV Fes in Japan ディレクターズカット版』

放送日時 5月4日（月）午後5：30～8：00放送

話数/クレジット 全1回 ©Stream Media Corporation

出演者

■MC:：SUPER JUNIOR-LEETEUK 、ク・ハラ（KARA）
■出演：BTS(防弾少年団)、SUPER JUNIOR-RYEOWOOK、INFINITE、MONSTA X、
Lovelyz

見どころ
2016年に幕張メッセで行ったオリジナルK-POPイベントの模様をアンコール放送。

BTS(防弾少年団）の勢い溢れるステージは必見！

『キリキリ～似たもの同士』

放送日時
5月15日（金）日本初放送スタート
毎週（金）深夜0:00～1：30ほか

クレジット ©MBC

出演者
ソンギュ（INFINITE）、ウン・ジウォン(SECHSKIES)、イ・スヒョク、グァンヒ、イ・ギョジ
ン、パク・ミョンス、チャン・ソンギュ、ハ・スンジン、チョン・ヒョク、イ・ヨンジンほか

見どころ

似た者同士が24時間共に過ごす‟性格尊重”新バラエティがスタート！俳優イ・
スヒョクを筆頭に、ソンギュ（INFINITE）、ウン・ジウォン(SECHSKIES）、グァンヒなど
豪華出演。数々の認証実験を通して隠された自分の性質が明らかに!?



【映画】『リトル・フォレスト 春夏秋冬』

放送日時 5月31日（日）午後8：00～10：00ほか放送

話数/クレジット 全1回 ©2018 Daisuke Igarashi /Kodansha All Rights Reserved.

出演者 キム・テリ、リュ・ジュンヨル、ムン・ソリ、チン・ギジュほか

制作陣
脚本：ファン・ソング（映画『金子文子と朴烈』）
監督：イム・スルレ（映画『提供者～ES細胞捏造事件～』）

あらすじ

都会暮らしに疲れたヘウォン（キム・テリ）は自分らしい生き方を探して故郷の田
舎町に戻ってくる。旧友のジェハ（リュ・ジュンヨル）、ウンスク（チン・ギジュ）と共に
農作物を育て自給自足の生活を始めることに。最初は慣れない農業に悪戦苦闘
するヘウォンだったが、美しい季節の移ろいと美味しい食べ物からこれまで気づ
かなった本当の幸せを感じるようになる。冬から春、夏、秋、そして再び冬を迎え、
へウォンは新たな人生を歩み出す。

『イ・スンギのチプサブイルチェ～師匠に弟子入り』

放送日時
毎週（火）午後11:15～深夜0:45ほか日本初放送中
※4/7からは午後10:30～深夜0:00に時間変更

クレジット ©SBS

出演者

＜5/12、5/19放送回＞
■ゲスト（師匠）：キム・ナムギル
■出演：イ・スンギ、ソンジェ（BTOB）、イ・サンユン、ヤン・セチャン、シン・ソンロク

見どころ

イ・スンギらが大先輩たちに教えを乞う人生お勉強バラエティ。5月は『熱血司

祭』（原題）で演技大賞を受賞したキム・ナムギルが師匠で登場！趣味のウォー
キングをしながらレギュラーメンバーと語り合うほか、ライフワークのNGO団体の

エピソードを明かす。万歩計の歩数に応じて寄付金をするナムギルらしいミッショ
ンでメンバーと熱血運動会を繰り広げることに。また大好きなマンガ喫茶にも繰り
出し、マンガから役作りをする演技論を語る。さらに伝統的な韓屋では狂乱のカ
ラオケ大会を開催！歌手顔負けの美声を披露する。ドラマ共演者との裏話も公
開。

『BLACKPINK HOUSE』

放送日時

5月21日（木）スタート
毎週（木）午後10:30～11:45（3話連続）
※初回のみ15分拡大(午後10:30～深夜0:00)

話数 全24話

出演者 BLACKPINK（ジス、ジェニー、ロゼ、リサ）

見どころ

BLACKPINKの初リアルバラエティをお届け。メンバーたちが夢見た家、
BLACKPINK HOUSEを舞台に、様々な企画を実現していく100日間の様子に密着。

部屋決めにテンションアップし、お家でお菓子作りやホームパーティーなどおこも
り時間を楽しむことに。またBLACKPINK HOUSEを飛び出し、リサの母国タイ旅行に

出発！水上スキーやパラセーリングを楽しむ！さらに遊園地やチムジルバンに
出かけ、つかの間の休日を満喫するほか、スキーやアクセサリー作りなど初体験
の数々に挑戦。そして日本コンサートの裏側も大公開！ステージ上でのカリスマ
溢れる姿まで、BLACKPINKの魅力を丸ごとお届け！



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@streammedia.co.jp

【韓流No.1チャンネルKNTV概要】

『ラジオスター』

放送日時
毎週（日）午後11:15～深夜0:45ほか日本初放送中
※4/5からは午後10：30～深夜0:00に時間変更

クレジット ©MBC

出演者

＜5/3放送回＞ゲスト：イ・ドンゴンほか
＜5/10放送回＞スぺシャルMC：ソンギュ（INFINITE） ゲスト：パク・ナレほか
＜5/17放送回＞スぺシャルMC：シンドン（SUPER JUNIOR）

見どころ

毒舌トークバラエティに5月は豪華出演者が続々登場！イ・ドンゴンは結婚記念
日のエピソードを明かすほか、ぎこちないダンスも披露。4月放送回にゲスト出演
するソンギュ（INFINITE）は念願叶ってスペシャルMCで登場。『シングル男のハッ
ピーライフ』でお馴染みのパク・ナレはさすがのトークでMC陣を圧倒！仲良しの
レギュラーMCアン・ヨンミと抜群の相性を披露する。シンドン（SUPER JUNIOR）はス
ペシャルMCを務め得意のトークで盛り上げる！

『「Power of K Lab7」インタビューSP』

放送日時
前編・後編 5月25日、6月1日（月）
午後6：00～7：00ほか日本初放送

話数/クレジット 全2回/©Stream Media Corporation

出演者

前編：NCT DREAM、宇宙少女(WJSN)、チョン・ドンハ、ULALA SESSION、SWEET 
SORROW
後編：ASTRO、Funky Galaxy、LABOUM、VOISPER、KCM

見どころ
オリジナル番組『Power of K Lab7』にこれまでに出演したアーティストたちのス

テージと未公開インタビューを日本初放送！

『覆面歌王』

放送日時
毎週（月）深夜0:45～2:45ほか日本初放送中
※4/27からは午後11：45～深夜1:30に時間変更

クレジット ©MBC

出演者 ＜5/11、5/18放送回＞覆面挑戦者：ヒチョル(SUPER JUNIOR)、ダヨン(宇宙少女)

見どころ

スターが歌の実力だけで勝負するミステリー音楽バラエティ。5月は覆面挑戦者
でヒチョル（SUPER JUNIOR）が登場！『覆面歌王』勝ち抜きで話題を集めたキュ

ヒョンの勧めで出演を決めたことを明かす。復活（プファル）の「最後のコンサー
ト」、ソテジワアイドゥルの「私は分かります」を熱唱し、歌に対する想いを明かす。
宇宙少女のダヨンは美声を披露するほか故郷の離島のエピソードも語る。


