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

2020年11月18日
株式会社ストリームメディアコーポレーション

【あの伝説のドラマがよみがえる！】

『もう一度、二十歳～コーヒープリンス1号店編』
『火の鳥2020』（原題） 『EXOのリレー映像記録～心 for U–スホ～』
株式会社ストリームメディアコーポレーション（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、あの大ヒットドラマのキャストが集結したドキュメンタリー『も
う一度、二十歳～コーヒープリンス1号店編』を日本初放送することを決定いたしました。

大旋風を巻き起こした伝説のドラマ『コーヒープリンス1号店』がよみがえる！コン・ユ＆ユン・ウネ
をはじめ豪華キャストが13年ぶりに集結！ドラマ映像を振り返りながら当時の思い出を語り合う。甘
酸っぱいラブシーンの数々に出演者たちも大盛り上がり！監督が今だから明かす、撮影裏話もたっ
ぷり。放送を記念して1月はコン・ユ特集として主演映画『男と女』やゲスト出演したバラエティ『イ・ド
ンウクはトークがしたくて』もお届けします。
また1月はあの名作もよみがえる！2004年に最高視聴率30％以上を記録し社会現象を巻き起こし
た大ヒットドラマ『火の鳥』をリメイクした『火の鳥2020』（原題）を日本初放送。原作を執筆した作家が
再び脚本を担当。現代に生まれ変わった激情のラブロマンスをお楽しみに。
さらにEXOメンバーが出演する人気シリーズ『EXOのリレー映像記録～心 for U–スホ～』も日本初
放送。
年末年始は毎年恒例、年末授賞式を今年も5夜連続放送！年末年始は韓国エンタメ総決算でお
楽しみください♪

【色気漂う大人の男 コン・ユ特集】
『もう一度、二十歳～コーヒープリンス1号店編』
放送日時
話数/クレジット
出演者

見どころ

2021年1月16日（土）午後8:00～10:30ほか
前編・後編（2話連続）日本初放送
全2回/©2020 MBC
コン・ユ、ユン･ウネ、イ・ソンギュン、チェ・ジョンアン、キム・ジェウク、キム・ドンウ
クほか
大旋風を巻き起こした伝説のドラマ『コーヒープリンス1号店』のキャストが13年ぶり
に集結！コン・ユ＆ユン･ウネが思い出が詰まったお店を訪れるほか、イ・ソンギュン
＆チェ・ジョンアン、キム・ジェウク＆キム・ドンウクが当時の映像を見ながら撮影裏話
を語る。監督が明かす当時のエピソードもたっぷり。監督に呼び出されたコン・ユの
転機とは!?

映画『男と女』
放送日時

2021年1月9日（土）午後8:00～10:00ほか

出演者

全1回/
©2016 showbox and bom film productions ALL RIGHTS RESERVED.
コン・ユ、チョン・ドヨン、パク・ビョンウン、イ・ミソほか

制作陣

監督・脚本：イ・ユンギ（映画『愛してる、愛してない』）

話数/クレジット

あらすじ

フィンランドのヘルシンキ。子供たちの国際学校で出会ったサンミン(チョン･ドヨン)と
ギホン(コン･ユ)は、キャンプ場に２人で向かうことになるが、大雪で通行止めとなって
しまう。互いに孤独を抱えた2人は家庭がありつつも、森の小屋で一夜を共にする。
翌朝、2人はお互いの名前も知らないまま別れる。それから8ヶ月、ソウルで日常に
戻ったサンミンの前に、突然ギホンが現れる。どうしようもないほど惹かれ合う2人の
禁断の恋の先に待つものは―。

『イ・ドンウクはトークがしたくて』
放送日時
話数/クレジット
出演者

見どころ

2021年1月9日（土）スタート
毎週（土）午後5:00～6:15
全12回/©SBS
■出演：イ・ドンウク、チャン・ドヨン、チョ・ジョンシク（アナウンサー）、ソ・ヨンドバ
ンド■ゲスト：#1-2 コン・ユ、#6 キム・ソヒョン、#11-12 BoA
イ・ドンウクが初単独MCを務めたトークバラエティをアンコール放送。第1、2回ゲス
トはコン・ユが登場。大ヒット作『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』の撮影裏話を明
かすほか、仲良しブロマンス旅行にも出発！

『火の鳥2020』（原題）
放送日時

話数/クレジット
出演者

制作陣

あらすじ

2021年1月12日（火）日本初放送スタート
毎週（火）午後8:00～10:30（4話連続）ほか

全120話予定/©SBS
ホン・スア、ソ・ハジュン、イ・ジェウ、パク・ヨンリンほか
脚本：イ・ユジン（『火の鳥』『BAD LOVE～愛に溺れて～』）
演出：イ・ヒョンジク（『ペク・ドンス』『愛の選択～産婦人科の女医～』
財閥令嬢のジウン（ホン・スア）は堂々とした性格で、周りから誤解を受けることも
あったが、父の会社で結果を出そうと奮闘していた。ある日運転していた車が家具デ
ザイナーのセフン（イ・ジェウ）の作業場に突っ込んでしまう。怒り心頭のセフンだった
が、たくましいジウンに驚きつつ興味を抱く。ジウンの両親は御曹司のジョンイン（ソ・
ハジュン）との見合い話を進めるが、その後ジウンはセフンと再会。2人は惹かれ合う。
令嬢のジウンと貧しいセフンの結婚に周囲は反対するが、ジウンは身ごもり押し切っ
て結婚を決める。しかし、ジウンの両親とセフンの対立は激しさを増し、結局ジウンは
子供を流産してしまい離婚を選ぶ。ジウンに裏切られたと誤解し、セフンは彼女の前
から姿を消すことに。その後ジウンの父が事故死し、ジウン一家は没落してしまう。
10年後、ハウスキーパーとして働くジウンは、ジョンインの双子の弟、ジョンミン（ソ・
ハジュン/二役）と出会い惹かれていく。その頃ジョンインは米国在住のやり手ビジネ
スマン、ウィリアム・チャンをスカウトする。ある日、ジウンはハウスキーピングで訪れ
た邸宅でセフンと再会。実はウィリアム・チャンの正体は、ジウンと離婚後に化粧品
会社を興し成功したセフンだった。10年ぶりの再会に心が揺れる2人。だが、ジウン
の横にはジョンミンが、そしてセフンの横にはアメリカで出会ったミランダ（パク・ヨンリ
ン）がいた。愛と憎しみの間で揺れ動く2人の運命は…。

『EXOのリレー映像記録～心 for U–スホ～』
放送日時
話数/クレジット
出演者

見どころ

2021年1月21日（木）日本初放送スタート
毎週（木）午後11:00～深夜0:00ほか
全6回/
©2020 SM Culture & Contents Co., Ltd. All Rights Reserved.
スホ（EXO）■特別出演：チャンヨル、セフン（EXO）
EXOメンバーがやりたかった企画に挑戦する大人気シリーズ第3弾はリーダーのスホ！
ソロアルバム制作過程やオンラインファンミの裏側に密着するほか、チャンヨル、セフンと
キャンプを楽しむ気さくな姿をお届け。

『Live in DMZ』
放送日時
クレジット

出演者

見どころ

2021年1月14日（木）
午後10:30～深夜0:00ほか日本初放送
©2020 MBC
■MC：イトゥク（SUPER JUNIOR）、ユイ
■出演：MONSTA X、ITZY、MAMAMOO、カン・ダニエル、THE BOYZ、スンヒ＆ユア
（OH MY GIRL）、ハ・ソンウン、キム・ジェファン、(G)I-DLE、今月の少女、イ・スヒョン
（AKMU）、H＆D、ソン・ガイン、ハム・チュンホ、ホン・ジノ、ALi、2nd Moon、チョン・
ドンハ、ユンハン、キム・ソヒョン＆ソン・ジュンホ、コ・ヨンヨル
2020年10月に開催された白熱のライブの模様を日本初放送！MONSTA X、ITZY、
MAMAMOO、カン・ダニエルら豪華アーティストが続々出演。MCはイトゥク（SUPER
JUNIOR）＆ユイ。

2020年末授賞式

※開催可否・日時は変更になる場合があります

画像は昨年の『MBC歌謡大祭典』より

放送日時
12月28日（月） 午後8：30～深夜1：30
12月29日（火） 午後8：30～深夜1：30
12月30日（水） 午後8：30～深夜1：30
12月31日（木） 午後8：30～深夜1：30
2021年1月1日（金） 午後8：30～深夜1：30

番組
『2020 SBS芸能大賞』
『2020 MBC芸能大賞～韓国から生中継』
『2020 MBC演技大賞～韓国から生中継』
『2020 MBC歌謡大祭典～韓国から生中継』
『2020 SBS演技大賞』

『K-POPアイドルスターeスポーツ選手権大会』
放送日時
話数/クレジット

出演者

見どころ

2021年1月12日（火）
深夜0:00～1:45（2話連続）ほか日本初放送
全2回/©2020 MBC
■MC：シンドン（SUPER JUNIOR）、ホン・ジニョン
■出演：NCT、MONSTA X、AB6IX、ハ・ソンウン、パク・ジフン、キム・ジェファン、
N.Flying、SF9、PENTAGON、ONF、Golden Child、THE BOYZ、(G)I-DLE、今月の少女、
公園少女、IZ*ONE、DONGKIZ、CRAVITY、LOVELYZ、OH MY GIRL、April、宇宙少女、
NATTY、WEi
毎年恒例豪華アイドルたちの運動会。今年はe-スポーツ大会を開催。NCTをはじめ、
MONSTA X、SF9、PENTAGON、Golden Child、IZ*ONEらゲーム好きアイドルたちが熱戦
を繰り広げる！

『K-POPアイドルスターわんわん選手権大会』
放送日時
話数/クレジット

出演者

見どころ

2021年1月19日（火）
深夜0:00～2:00（3話連続）ほか日本初放送
全3回/©2020 MBC
■MC：チョン・ヒョンム、ジョイ（Red Velvet）
■出演：ヨンジェ（GOT7）、ムンビョル（MAMAMOO）、ジス（LOVELYZ）、キム・ウソ
ク、スビン（宇宙少女）、ジェヒョン＆ボミン（Golden Child）、シュファ（(G)I-DLE）、ヒ
ジン＆チェリ（今月の少女）、ユビン（元Wonder Girls）
今年のK-POPアイドルスターは新企画が登場！アイドルたちが愛犬と障害物競走
にチャレンジ。愛犬との絆が試されるバトルの行方は!?

『SUPER JUNIORのアイドルVSアイドル』
放送日時

毎週（木）午後10:30～11:00ほか日本初放送中

クレジット

©Stream Media Corporation
＜#21～#24 12/10～1/7（木）放送回＞
■MC：イトゥク＆イェソン（SUPER JUNIOR）
■ゲスト：Golden Child

出演者

見どころ

イトゥク＆イェソン（SUPER JUNIOR）がMCを務めるオリジナルバラエティに12月
はGolden Childが登場！知力・体力・魅力・団結力をテーマにミッションに挑戦。

『ランニングマン』
放送日時

毎週（金）午後10:30～深夜0:00ほか日本初放送中

クレジット

©SBS
＜1/22（金）放送回＞
ゲスト：BLACKPINK

出演者

見どころ

大人気バラエティ『ランニングマン』に1月はBLACKPINKが登場！新曲を披露するほ
か、心理戦を繰り広げたり、つるつる滑り台ミッションで白熱の対決を繰り広げる！

『ラジオスター』
放送日時

毎週（日）午後10:30～深夜0:00ほか日本初放送中

クレジット

©MBC
＜1/24（日）放送回＞
ゲスト：TWICE
毒舌トークバラエティ『ラジオスター』にTWICEがゲスト出演。モノマネやダンス、一発
芸などメンバーが身を投げ打って爆笑を巻き起こす！ステージでのエピソードや結婚
観も率直に明かす。

出演者

見どころ

【韓流No.1チャンネルKNTV概要】
放送局

ホームページ

LINE
instagram

スカパー！KNTV801（スカチャン1） CS801ch
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。
https://kntv.jp
https://lin.ee/1Pyws6yAe
KNTV_official

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

