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K-POPの歴史を彼らが変えた！BTS(防弾少年団）特集！

『一食ください＜BTS JIN＆JUNG KOOK編＞』KNTVで12月放送！

年末年始はコレで決まり！ドラマ＆バラエティ 一挙編成！
奇跡のグループ、JBJ出演番組ほかも続々日本初放送！

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K-
POPの歴史を塗り替えたBTS（防弾少年団）出演バラエティを特集でお送りします。また人
気ドラマ＆バラエティの数々を年末年始一挙編成することを決定いたしました！

12月のKNＴＶは今やワールドスターとなったBTS（防弾少年団）のキュートな素顔をお届け。『一食
ください＜BTS JIN＆JUNG KOOK編＞』は一般家庭に突撃ピンポンして晩御飯をご馳走になる大人気
バラエティ。JINとJUNG KOOKの挑戦の行方やいかに!?BTS(防弾少年団）特集として、彼らが出演した
過去のアイドルスタースポーツ選手権も放送します。

また12月は年末年始一挙編成で『油っぽいメロ』（原題）、『メロホリック』、『私たちが出会った奇跡』
（原題）などの人気ドラマやSMTOWN LIVEの昨年と今年の模様などを一挙にお届け！年末年始の
お休みで今年を代表する作品の数々がコンプリートできちゃいます！

さらにファンの声で生まれた奇跡のグループ、JBJ出身メンバーの日本初ファンミーティングやオリ
ジナル番組も続々日本初放送！

KNTVと共に楽しい年末年始をお過ごしください♪

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



『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2015 秋夕』

放送日時 1・2部 12月15・16日（土日） 午後5：30～7：30ほか

話数/クレジット 全2回/ⓒMBC

出演者

BTS（防弾少年団）、EXO、SHINee、INFINITE、2PM、CNBLUE、B1A4、VIXX、
BEAST、Red Velvet、miss A、SISTAR、Apink、KARA、Girl's day、4minute、
TEENTOP、Secret、AOAほか
※出演者（グループ名）は放送当時のままです

見どころ

2015年秋夕大会の模様をアンコール放送！BTS（防弾少年団）を筆頭に
CNBLUEや2PMなどもはや大御所となったアイドルたちも総出演。今となっては一
緒に見るのが超貴重な豪華アイドルが大集結した様子は必見！

『一食ください＜BTS JIN＆JUNG KOOK編＞』

放送日時 12月1日（土）午後5:30～7:15ほか

話数/クレジット 全1回/©JTBC co.,Ltd all rights reserved

出演者
■ゲスト：JIN＆JUNG KOOK（BTS（防弾少年団））
■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て晩ご飯をご馳走になる大人気バラエティ。12月は
BTS（防弾少年団）のJIN＆JUNG KOOK出演回をお届け！高級住宅街、三成洞(サ
ムソンドン) を舞台に2人が突撃ミッションにチャレンジ。ピンポンしたお宅は偶然
にも大女優キム・ナムジュのお家だった!?ハプニング満載の対決の行方は!?美し
いアカペラを披露したり、料理好きなJINはお邪魔したお家で手料理にも挑戦。

『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2016』

放送日時 1・2部 12月22・23日（土日） 午後5：30～7：30ほか

話数/クレジット 全2回/ⓒMBC

出演者

■出演：BTS（防弾少年団）、シウミン（EXO）、VIXX、GOT7、BTOB、BEAST、
B.A.P、MYNAME、NU'EST、SEVENTEEN、MONSTA X、Red Velvet、TWICE、
GFRIEND、Apink、EXID、4Minute、Girl's Day、AOA、Lovelyz、UP10TION ほか
■MC:イトゥク（SUPER JUNIOR）、グァンヒ（ZE:A）、ヘリ（Girl’s Day）、チョグォン
（2AM）
※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！12
月は2016年の旧正月大会の模様をKNTV初放送でお届け！BTS（防弾少年団）が
アーチェリーやレスリングで大奮闘！まだ初々しい頃の彼らは必見！EXOや
SEVENTEENなどトップアイドルたちが大集合！会場に応援に駆けつけたファンと
の触れ合いも。MCはイトゥク（SUPER JUNIOR）、グァンヒ（ZE:A）、ヘリ（Girl’s Day）、
チョグォン（2AM）が担当。



『油っぽいメロ』（原題）

放送日時
1月1日（火・祝） 午後9：50～深夜2：15 （4話連続）
1月2日～4日（水～金） 午後8：50～深夜2：15 （5話連続）

話数/クレジット 全19話/©SBS

出演者 ジュノ（2PM）、チャン・ヒョク、チョン・リョウォンほか

放送日時
12月29日～31日（土～月）
午後2：00～8：30 （6話連続）

話数/クレジット 全18話/ⓒASTORY 2018

出演者 キム・ミョンミン、キム・ヒョンジュ、カイ（EXO）、ラ・ミラン、コ・チャンソクほか

『私たちが出会った奇跡』（原題）

放送日時 1月1・2日（火水） 午前11：30～午後8：00 （8話連続）

話数/クレジット 全16話/ⓒSBS

出演者 ナムグン・ミン、ファン・ジョンウム、チェ・テジュン、オ・ユナほか

『フンナムジョンウム』（原題）

放送日時 12月29日～31日（土～月） 午前11：00～午後2：00 （4話連続）

話数/クレジット 全12話/© 2017 KBS Media Ltd. All rights reserved

出演者 ユンホ(東方神起)、キョン・スジン、ハン・ジュワン、チェ・デチョルほか

『メロホリック』

放送日時 1月3・4日（木金） 午前11：30～午後8：00 （8話連続）

話数/クレジット 全16話/©2017. iHQ all rights reserved.

出演者
イ・ジョンソク、ペ・スジ（元miss A）、イ・サンヨプ、チョン・ヘイン、コ・ソンヒ、シン・
ジェハ、キム・ウォネほか

『あなたが眠っている間に』

放送日時
1月1日～1月4日（火・祝～金） 午前7：30～9：15 （4話連続）
1月5・6日（土日） 午前7：00～9：15 （5話連続）

話数/クレジット 全26回/©アニメ「冬のソナタ」製作委員会

声優 ペ・ヨンジュン、チェ・ジウ ※最終回の一部は実写

『アニメ「冬のソナタ」』

年末年始一挙編成

年末年始一挙編成

年末年始一挙編成

年末年始一挙編成

年末年始一挙編成

年末年始一挙編成



『SMTOWN LIVE 2018 IN OSAKA 』

放送日時 12月30日（日） 午前6:30～11:00

話数/クレジット 全1回/©SM ENTERTAINMENT JAPAN

出演者

KANGTA 、BoA 、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代
(TAEYEON,HYOYEON,YOONA) 、 SHINee 、f(x)(AMBER,LUNA) 、EXO、Red Velvet、
NCT、TraxX、Sunday、J-Min

放送日時 12月29日（土） 午前7：00～10：30

話数/クレジット 全1回/©SM ENTERTAINMENT JAPAN

出演者
KANGTA、BoA、ユンホ(東方神起)、SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee、LUNA(f(x))、
EXO、Red Velvet、NCT 127、NCT DREAM、TRAX、Sunday、J-Min

『SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI IN JAPAN』

放送日時 1月1日～4日（火・祝～金） 午前9：30～11：30 （2話連続）

話数/クレジット 全8回/© SM Culture & Contents Co.,Ltd. all rights reserved

出演者 EXO-CBX

『EXOのあみだで世界旅行～CBX日本編～』

放送日時 12月30日～1月4日（日～金） 深夜2：15～翌4：00

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

出演者

12/30（日） ＜EXO スホ＆チャンヨル編＞
12/31（月） ＜東方神起編＞
1/1（火・祝） ＜2PM ジュノ編＞
1/2（水） ＜BTS JIN＆JUNG KOOK編＞
1/3（木） ＜SHINee ミンホ編＞
1/4（金） ＜TWICE ジョンヨン＆ダヒョン編＞

『一食ください』

放送日時 12月29日～1月2日（土～水） 午前4：00～6：30（12/29のみ～7：00）

話数/クレジット 全10回/©2018 MBC

出演者

シウミン（EXO）、カン・ダニエル（Wanna One）、ジュネ(iKON)、マーク（NCT）、ヨン・
ジュンヒョン（Highlight）、キム・ミンソク、チャン・ギハ、イ・イギョン、イ・ピルモ、タ
ク・ジェフン
※各放送回により出演者が異なります

『布団の外はあぶない シーズン1』

年末年始一挙編成

年末年始
一挙編成

年末年始
一挙編成

年末年始一挙編成

年末年始一挙編成



『キム・ヨングク（JINLONGGUO） 1st FANMEETING
[Friday n Night] in TOKYO』

放送日時 12月24日（月・祝） 午後5：15～7:00ほか日本初放送

話数/クレジット 全1回/©CHOON ENTERTAINMNET

出演者 キム・ヨングク（JINLONGGUO）

見どころ

ファンの声によって誕生した奇跡のグループ、JBJ出身キム・ヨングク
（JINLONGGUO）が10月27日に東京国際フォーラムで開催する初ソロファンミー
ティングを日本初放送！アルバム「Friday n Night]」でソロデビューを果たした彼
の素顔をたっぷり。最新楽曲の数々もお楽しみに！

放送日時
12月25日（火）スタート 毎週（火）
深夜0：45～2：15 （2話連続）ほか

話数/クレジット 全6回/©CJ E&M Corporation, all rights reserved

出演者 JBJ

見どころ

人気オーディション番組で注目を集めて誕生したJBJ。惜しまれつつ活動期間を
終了した彼らのリアルバラエティ番組をKNTV初放送！メンバーがオーディション
番組終了後、JBJとしてデビューを迎えるまでに日々に迫る。宿舎での仲睦まじい
様子やミッション挑戦、わちゃわちゃ旅行記など6人の素顔がたっぷり。

『よく見てJBJ』

放送日時
前編・後編 12月22・23日（土日）
午後7：30～7:45ほか日本初放送

話数/クレジット 全2回/©GOOD CHOICE ENTERTAINMENT

出演者 JG

見どころ

元BEE SHUFFLEメンバーのジュノとギュミンによるユニット・JGの名古屋と大阪で
開催された2nd Single「ハナツバキ」リリースイベントに密着。また普段の生活が
垣間見れるプライベートの様子も放送。2人の息の合ったトークも見どころ！

『ここに来て！JG』



『Power of K Behind』

放送日時

#24・25 12月8日（土） 午後7：30～8：00 （2話連続）
#26・27 12月15日（土） 午後7：30～8：00 （2話連続）
#28・29 12月27日（木） 深夜2：15～2：45 （2話連続）

クレジット ©Digital Adventure

出演者
#24 MYTEEN、#25 TARGET、#26 VROMANCE、#27 Yellow Bee、#28 NeonPunch、
#29 レゲエ、川のような平和（SKULL＆HAHA)

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！12月はフレッシュなアイドルたちの独占インタビューをお届け！今年日本
メジャーデビューを果たした7人組ボーイズグループMYTEENを筆頭に、韓国デ
ビュー前に日本でも活躍していた経歴を持つ7人組ダンスボーカルグループ
TARGETが登場。KNTVで絶賛放送中のバラエティ『ランニングマン』でもお馴染み
のHAHAのユニットも！

放送日時

毎週（月）深夜0:45～2:45ほか日本初放送中
12月3日・10日（月） は
ウヒョン（INFINITE）、ユア（OH MY GIRL）出演回

クレジット ©MBC

出演者
#173、174
■判定団：ウヒョン（INFINITE）、ユア（OH MY GIRL）ほか

見どころ
人気スターが覆面を被って歌の実力だけで勝負するミステリー音楽バラエティ。

12月は判定団でウヒョン（INFINITE）、ユア（OH MY GIRL）が出演した回を日本初放
送！

『覆面歌王』

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】


