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ドロドロの愛憎劇からロマンス時代劇まで続々日本初放送！
『ショーウィンドウ：女王の家』 『内科パク院長』
ユ・スンホ＆イ・ヘリ(Girl’ｓDay)主演『花が咲けば、月を想い』
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：金 東佑）は自社テレビ局
「KNTV/KNTV801」において、7月は、韓国で高視聴率を獲得した話題の愛憎ロマンス劇『ショーウィンドウ：
女王の家』 、イ・ソジン＆ラ・ミラン共演の新感覚メディカルコメディ『内科パク院長』、ユ・スンホ＆イ・ヘリ
(Girl’ｓDay)主演のロマンス時代劇『花が咲けば、月を想い』＜第1話先行＞を日本初放送することを決定い
たしました。

KNTVの7月は、ドロドロの愛憎劇からロマンス時代劇そして新感覚コメディまで、多彩なドラマを日本初放送
でお届けいたします。まずは韓国ケーブル局「チャンネルＡ」のドラマ史上最高視聴率を記録した話題のドロド
ロ愛憎ロマンス劇『ショーウィンドウ：女王の家』を7月22日(金)より日本初放送スタート。裕福で才色兼備、ビ
ジネスセンスもありながら専業主婦として最愛の夫と子供に尽くす主人公と、孤独の中、不倫によって掴んだ
幸せを手離したくない女。対極する2人の女の“幸せ”を懸けた熾烈な戦いを描きます。チャンソン(2PM)が主
人公の異母弟で姉想いな青年役で出演しています。妻、夫、不倫相手、泥沼の三角関係の先に待ち受ける
衝撃の結末にもぜひご期待ください。
また、イ・ソジン主演で贈る、赤字続きの新米開業医の悲哀を明るく描く新感覚メディカルコメディ『内科パク院
長』を7月30日(土)より日本初放送スタート。 “良き医師”を目指す新米開業医が、家族や周囲に振り回されな
がらもクリニックの“赤字脱出”のため奮闘する新感覚メディカルコメディです。本作がコメディ初挑戦となるイ・
ソジンが、お人好しでどこか憎めない主人公の開業医を演じています。ストレスではげた頭をカツラで隠す医
師というこれまでにない役を演じ、反響を呼びました。浪費家で民間療法を信じる妻役にはコミカルな演技が
抜群のラ・ミラン。夫婦の息の合った軽妙なやり取りは必見です。
そして、ユ・スンホ&イ・ヘリ（Girl’sDay）主演のロマンス時代劇『花が咲けば、月を想い』を8月の日本初放送ス
タートに先駆け、7月15日(金)に第1話を先行放送いたします。密酒造を取り締まる、厳格で気品に溢れた監
察官役を約4年ぶりの時代劇となるユ・スンホが演じています。一方の、身分は高いが生活は貧しく密酒造で
人生を変えようとする明るく気の強いヒロインを、時代劇ドラマ初挑戦のイ・ヘリ（Girl‘sDay）がのびのびと演じ
、性格も立場も正反対で結ばれることの許されない2人のピュアな恋を描いています。素直になれない2人の
胸キュンシーンも必見！そして、人気上昇中の俳優ピョン・ウソクが演じる世子を交えた三角関係も見どころ
です。

そのほか、ファン・ジョンミン＆ユナ(少女時代)豪華共演の社会派ヒューマンドラマ『ハッシュ～沈黙注意報
～ 』を7月19日(火)よりTV初放送！ある事件がきっかけで仕事への情熱を失い、妥協と偽りの日々を送る
ベテラン記者役に実力派俳優のファン・ジョンミン、そして、そんな彼を突き動かす情熱溢れるインターン記
者役をユナがはつらつと演じています。
また、パク・ソジュンとパク・ミニョンの共演で話題となった胸キュン必至のラブコメディ『キム秘書はいった
い、なぜ？ 』を7月21日(木)より放送いたします。パク・ソジュンが漫画から飛び出したようなルックスで、女
心を一切知らずに育ったナルシスト男子を完璧に演じています。パク・ミニョン演じるヒロインとのロマンティ
ック＆胸キュンシーンの数々も必見です！そして、パク・ソジュン特集として、日本と韓国で行ったファンミ
ーティングの模様や密着など 、KNTVでしかみることのできない貴重な番組の数々をまとめて放送いたしま
す。パク・ソジュンの素顔の魅力をお楽しみください！
7月の映画は、7月10日に誕生日を迎えるコン・ユ特集をお送りいたします。パク・ボゴムとの共演が話題と
なった『SEOBOK／ソボク』、北朝鮮の特殊部隊の元エリート工作員役でアクションシーンも見どころの『サ
スペクト 哀しき容疑者』、そして、韓国で1,000万人以上の観客動員数を記録した大ヒット作『新感染 ファイ
ナル・エクスプレス』と、男の魅力あふれるコン・ユを堪能できる３本をぜひお楽しみください！
盛りだくさんでお届けする7月のKNTVも、ぜひお見逃しなく！

『ショーウィンドウ：女王の家』
放送日時
話数/クレジット

7月22日（金）日本初放送スタート
毎週(金) 午後8：00～10：30 (2話連続)ほか
全16話/©Channel A All Rights Reserved

出演者

ソン・ユナ、イ・ソンジェ、チョン・ソミン、ファン・チャンソン(2PM)、ムン・ヒギョン、キム・スン
スほか

制作陣

脚本：ハン・ボギョン、パク・へヨン
演出：カン・ソル、パク・デヒ

あらすじ

高級タウンハウスでソンジュ（ソン・ユナ）とミョンソプ（イ・ソンジェ）夫妻のリマインドウエ
ディングが華やかに行われた夜。ミョンソプの家で一人の女性が血に染まり倒れている。
全てが完璧に見えた高級住宅街で夫婦に一体何が起きたのか…。
遡ること1年前。裕福な家庭に生まれたソンジュは完璧な妻、母として家庭を守り、タウン
ハウスの女王と呼ばれていた。夫のミョンソプはソンジュとの結婚によりソンジュの実家
である世界的ファッショングループの専務にまで登りつめたが、会社では妻の七光りと噂
され、家庭では完璧な夫を求められ、プレッシャーから逃れるように若い女性ミラ（チョン・
ソミン）との不倫に走る。期間限定の関係だと思っていたミラだったが、次第にソンジュに
嫉妬し、素性を隠して近づいていく。ミラに亡き妹を重ねたソンジュは何かとミラの世話を
焼き、ミラの不倫相手が自分の夫とは知らず妻の座を奪うようアドバイスしてしまう。一方、
ラヘングループで室長を務めるソンジュの異母弟、ジョンウォン（チャンソン/2PM）が外国
から帰国してきて…。

『内科パク院長』
放送日時
話数/クレジット

7月30日(土) 日本初放送スタート
毎週(土) 午後8：00～10：30 (4話連続)ほか
全12話/© TVING Co., Ltd, All Rights Reserved

出演者

イ・ソジン、ラ・ミランほか

制作陣

脚本・演出：ソ・ジュンボム

あらすじ

真の医師を夢見て内科を開業したパク院長（イ・ソジン）は経営初心者だった為、今
日も閑古鳥が鳴く診療室で医術と商売の間で悩み、抜け毛は加速していた。一方、家
族思いのパク院長の妻サ・モリム（ラ・ミラン）は今日も夫のカードでショッピングを楽し
んでいる。パク院長はクリニックをこのままの経営状態にしておくわけにはいけないと、
同じビルでクリニックを開業している3名の先輩医師を訪れ、経営のノウハウの伝授を
お願いするが…。

『花が咲けば、月を想い』
放送日時

話数/クレジット

7月15日（金）午後9：05～10：20 第1話先行放送
⇒スカパー！、スカパー！プレミアムサービス、J:COMほかケーブル局で第1話を無料
放送
8月より、日本初放送スタート
全16話/Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ 2021 KBS. All rights reserved

出演者

ユ・スンホ、イ・ヘリ（Girl’sDay）、ピョン・ウソク、カン・ミナほか

制作陣

脚本 キム・アロク
演出 ファン・イニョク（『ドクター・プリズナー』『月桂樹洋服店の紳士たち～恋はオー
ダーメイド！～』）

あらすじ

禁酒令が下されていた朝鮮時代、頭脳明晰でイケメンのヨン（ユ・スンホ）は科挙を受
けるため漢陽（ハニャン）に上京する。一方、両班（ヤンバン）家の娘だが両親を亡くし
貧乏な暮らしをしているロソ（ヘリ）はお金を稼ぐために身を削る日々を送っていた。市
場で口論しているロソを見かけたヨンは仲立ちをし、その場は事なきを得たが後味悪
い印象のまま別れる。ある日、ロソは密造した酒が高額で取引される現場を目撃し、も
ぐり酒場で立場を隠して酒を飲みに来た世子イ・ピョ（ピョン・ウソク）と出会う。役人が
もぐり酒場に乗り込んできた為、二人はその場から逃げ出したのだった。時を同じくし
て科挙に合格したヨンは馬に乗っていたところ役人から逃げていたピョとぶつかり口論
となる。そして逃げてきたロソも居合わせ再会することになるが…

『ハッシュ～沈黙注意報～』
放送日時
話数/クレジット

7月19日(火) TV初放送スタート
毎週(火) 午後8：00～10：30 (2話連続)ほか
全16話/©JTBC STUDIOs

出演者

ファン・ジョンミン、ユナ(少女時代)、ソン・ビョンホ、ユソン、キム・ウォネ、パク・ホサン、
イ・スンジュン、キョン・スジン、キム・ジェチョル、チョン・ジュンウォン、ペク・ジュヒ、イ・
ジフン、パク・ソンイル、チェ・ガンス、イ・スンウ、イム・ソンジェほか

制作陣

脚本：キム・ジョンミン
演出：チェ・ギュシク

あらすじ

ベテラン記者ハン・ジュンヒョク (ファン・ジョンミン)は、正義と真実を追う記者を夢見て
“毎日韓国”新聞社に身を置き12年が経っていた。6年前の事件をきっかけに仕事への
やる気も消失していた。一方、親の反対を押し切り“毎日韓国”のインターンとなった
イ・ジス(ユナ)は自分の他に３人いるインターンと共にジュンヒョクから教育を受けるこ
とになる。ジュンヒョクに対して冷たい態度をとるジスだったが、ジュンヒョクが過去に書
いた記事について何かを秘めていた。そんなとき、ナ編集局長（ソン・ビョンホ）がジュ
ンヒョクに命じたあることで事件が発生し…。

『キム秘書はいったい、なぜ？』
放送日時
話数/クレジット

7月21日（木）スタート
毎週(木) 午後8：00～10：30 (2話連続)ほか
‐7月はパク・ソジュン特集！過去のファンミーティングや密着など、貴重な番組も多数
お届けします！‐
全16話/© STUDIO DRAGON CORPORATION

出演者

パク・ソジュン、パク・ミニョン、イ・テファン（5urprise）、チャンソン(2PM)ほか

制作陣

脚本：ペク・ソヌ（『九尾の狐とキケンな同居』）、チェ・ボリム （『九尾の狐とキケンな同居』）
演出：パク・ジュンファ（『この恋は初めてだから』）

あらすじ

大企業の副会長イ・ヨンジュン（パク・ソジュン）は、容姿、頭脳ともに完璧だが自分大
好きな超ナルシスト。そんな彼を9年間支えてきた秘書のキム・ミソ（パク・ミニョン）は、
恋や結婚をして自分の人生を歩みたいと、ヨンジュンに辞職を宣言する。突然の出来
事にショックを受けたヨンジュンは、あの手この手で引き止め、ついには「自分が結婚し
てあげるから、秘書を続けろ！」と渾身のプロポーズをするもあっさりと断られてしまう。
そんな中、幼い頃のある事件で確執が生まれたヨンジュンの兄ソンヨン（イ・テファン
/5urprise）がアメリカから帰国。ミソが大ファンと公言するベストセラー作家であるソンヨ
ンもミソにアプローチし始め…!?

Happy Birthday ♥ コン・ユ映画特集！

映画『SEOBOK／ソボク』
放送日時
話数/クレジット

7月7日（木） 午後8：00～10：15ほか
全1話/© 2020 CJ ENM CORPORATION, STUDIO101 ALL RIGHTS RESERVED

出演者

コン・ユ、パク・ボゴム、チョ・ウジン、チャン・ヨンナム、パク・ビョンウンほか

制作陣

脚本：イ・ヨンジュ、ヨム・ギュフン、イ・ジェミン、チョ・ミンソク
監督：イ・ヨンジュ

あらすじ

余命宣告を受けた元情報局エージェント・ギホン(コン・ユ)。死を目前にし、明日の生を
渇望する彼に、国家の極秘プロジェクトで誕生した人類初のクローン・ソボク(パク・ボゴ
ム)を護衛する任務が舞い込む。だが、任務早々に襲撃を受け、なんとか逃げ抜くもギホ
ンとソボクは２人だけになってしまう。危機的な状況の中、２人は衝突を繰り返すも、
徐々に心を通わせていく―しかし、人類の救いにも、災いにもなり得るソボクを手に⼊れ
ようと、闇の組織の追跡は更に激しくなっていく。

映画『サスペクト 哀しき容疑者』
放送日時
話数/クレジット

7月12日（火） 午後8：00～10：30ほか
全1話/© 2013 SHOWBOX/MEDIAPLEX AND GREEN FISH ALL RIGHTS RESERVED.

出演者

コン・ユ、パク・ヒスン、チョ・ソンハ、ユ・ダイン、キム・ソンギュンほか

制作陣

監督：ウォン・シニョン

あらすじ

都会の片隅で孤独に暮らす男チ・ドンチョル（コン・ユ）。彼の正体は、北朝鮮特殊部隊
の元エリート工作員。生きる目的はただひとつ、愛する妻子の命を奪い韓国へ逃げ延び
た犯人への復讐。運転代行業の傍ら、その行方を追っていたドンチョルは、唯一親身に
接してくれたパク会長の殺害現場を偶然目撃し、ある遺品を手にする。会長は死の間際
「それを必ず埋めてくれ―」とドンチョルに言い残す。その瞬間から、復讐に燃える「追跡
者」だけではなく、会長殺しの「容疑者」として“国家の狩猟犬”セフン大佐に追われる二
重の運命を背負ってしまう。そして、人の心を封印した男の孤独な戦いが始まった。

映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』
放送日時
話数/クレジット
出演者
制作陣

あらすじ

7月14日（木） 午後8：00～10：15ほか
全1話/© 2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights
Reserved.
コン・ユ、キム・スアン、チョン・ユミ、マ・ドンソク、チェ・ウシク、アン・ソヒ、キム・ウィソン、
チョン・ソギョン、チャン・ソクファン、チェ・グィファ、シム・ウンギョンほか
監督：ヨン・サンホ（『ソウル・ステーション／パンデミック』『我は神なり』）
ソウル発プサン行きの高速鉄道KTXで突如起こった謎の感染爆発<パンデミック>。疾
走する密室と化した列車内で凶暴化する感染者たち。そんな列車に乗り合わせたのは、
妻のもとへ向かう父と幼い娘、出産間近の妻とその夫、そして高校生の恋人同士…果た
して彼らは安全な終着駅にたどり着くことができるのか？目的地まではあと２時間、時速
300km、絶体絶命のサバイバル。愛するものを守るため、決死の闘いが今はじまる。

視聴方法

KNTVはスカパー！、スカパー！プレミアムサービス、ひかりTV、ひかりＴＶ for
docomo 、J:COMほか各ケーブルテレビでご覧いただけます。
KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/

【韓流No.1チャンネルKNTV概要】
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