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オトコを満たす

2013

豪華ゲストが参戦！夢の麻雀オールスターゲームを生中継！！

『麻雀プロリーグ』の３タイトルから４名ずつ選抜された人気と実力を兼ね備えたプロ雀士１２名と、
名だたる雀豪著名人４名の、合わせて４チーム１６名による夢の雀宴オールスターゲーム『麻雀BATTLE ROYAL』。
今年はなんと初の試み、生放送でお届け！

【女流モンド杯チーム】
先鋒：高宮まり
次鋒：宮内こずえ
副将：魚谷侑未
大将：二階堂亜樹

【モンド杯チーム】
先鋒：佐々木寿人
次鋒：石橋伸洋
副将：瀬戸熊直樹
大将：滝沢和典

【モンド名人戦チーム】
先鋒：小島武夫
次鋒：前原雄大
副将：金子正輝
大将：森山茂和

【バトルロイヤルチーム】
先鋒：ワッキー（タレント）
次鋒：及川奈央（タレント）
副将：広澤克実（野球解説者）
大将：風間杜夫（俳優）

麻雀 BATTLE ROYAL 生放送スペシャル！
ON AIR 11/10 ［日］ 午前 10:00～20:00 （最大延長21：00）

※写真は『麻雀BATTLE ROYAL 2012』の模様



番組・ご視聴に関するお問い合わせは…

tel.0570-03-8800MONDO TV
カスタマーセンター 年末年始を除く 9:30～18:00

受付時間
mondotv.jp
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IPTVで観る!

ひかりTV など
詳しくはご加入の各社へ
お問い合わせください。

CATVで観る!
詳しくは

お近くのCATV各局 へ
お問い合わせください。

で観る!
※MONDO TV HDは
　プレミアムサービスのch.659で放送中。
プレミアムサービスでのご視聴の場合は、
専用チューナーが必要です。

Pachi&Pachi-slotパチ&スロ 放送200回記念SP！ 麻雀 Mah-jong

エンタメ Entertainment

V-cinemaVシネマ

アイドル Idol

アイドル Idol

“カリスマパチプロ”と呼ばれる
守山アニキが勝つ為の立回りを
伝授！

パチンコ激闘伝！
実戦守山塾
ON AIR

11/3・17 ［日］ 午後 11:00～ 他

パチンコファンにお得で価値ある
情報をかおりっきぃ☆と
ヒラヤマンが伝えます！

ON AIR

11/9・23 ［土］ 午後 11:00～ 他

パチンコ勝ち台
実戦チェック！２

パチスロライターのポロリとワサビ、
伊藤真一がパチスロでの「勝利」へ
の「理論」を展開し、実戦します。

ON AIR

11/10・24 ［日］ 深夜 0:00～ 他

パチスロ常勝理論！

パチスロライターの2番セカンド近
田が毎回訪れる対立候補を相手に
得票（最終獲得枚数）による勝利を
目指すパチスロ番組です。

ON AIR

毎週 ［日］ 午後 9:30～ 他

パチスロ次世代政党
スロッ党

MONDOアドレナリンシアターMONDOシアター

静かなるドン 新章 

累計売上4,200万部を誇る人気コミック
原作「静かなるドン」を毎週放送！「静かな
るドン 新章 VOL.1」「VOL.2」「静かなるドン 
新章 頂上決戦！！ 鮮血の大阪抗争編」「絶
対絶命！！ 怒りの五代目姐編」をお届け！

ラバーズ ～覆う女～

オンナたちの
奇妙な性癖を描くシリーズ！
ＡＶでも人気を誇る
女優：希志あいの主演！

ON AIR

11/1 ［金］ 深夜 1:00～ 他

ミルク ～滴る女～

オンナたちの
奇妙な性癖を描くシリーズ！
初音みのりのＨカップの豊満
ボディーに男子はノックアウト寸前！

ON AIR

11/15 ［金］ 深夜 1:00～ 他

エアセックス

オンナたちの奇妙な性癖を描く
シリーズ！エアセックスでないと興奮
出来ない女マッサージ師の物語。
人気AV女優だった範田紗々が熱演！

ON AIR

11/29 ［金］ 深夜 1:00～ 他
ON AIR 11/4・11・18・25 ［月］ 

午後 11:00～ 他

逆境無頼カイジ 破戒録篇
ON AIR 11/7 ［木］ 放送スタート

毎週 ［木］ 午後 11:30～ 他

原作は麻雀の天才代打ちを
主人公にした人気コミック
｢闘牌伝説アカギ｣も手がける福本伸行。
本作は、シリーズ最大のヒットエピソード
「パチンコ沼」編をアニメ化！

みうらじゅん&
山田五郎の親爺同志
ON AIR

11/13・27 ［水］ 午後 11:00～ 他
みうらじゅん、山田五郎の二人が舞
台上で提示された格言、ことわざな
どにその場で定義、解釈をつけ即興
トークしていくMONDO TVオリジナ
ル番組。

中川家礼二の
鉄学の時間
ON AIR

毎週 ［木］ 深夜 0:00～ 他

プレイバック2006/2007
パチスロ常勝理論！
ON AIR

11/3・17・24、12/1・8 ［日］
昼 12：00 ～ 午後 5：00

芸能界屈指の鉄道好き、
中川家礼二が視聴者から
寄せられた鉄道に関する様々な
ギモンを解決するバラエティ番組！

テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査
ON AIR

11/6・20 ［水］ 午後 11:30～ 他
怪しいアンダーグラウンドな世界に
エキスパートが潜入！
ナビゲーターはテリー伊藤。 
#5 元銀座ママが主催！
 セクシャルアカデミーに潜入
#6 アイドル芸能事務所に潜入

人気セクシーアイドルのセクシーイメージ映像をお届け。
一眼スチールカメラで動画を撮ったシーンでは、より美しい映像で綺麗な女の子の姿をご覧いただけます。
#24 推川ゆうり　　#25 紗藤まゆ　　#26 かすみ りさ

Sweet Angel

B:83
W:56 H:80

紗藤まゆ
B:93

W:60 H:90

推川ゆうり
B:90

W:58 H:85

かすみ りさ

B:84
W:60 H:82

高嶋香帆
B:85

W:59 H:88

白河優菜

ロケーションを南国にこだわり、彼女たちの最も美しい瞬間や、
セクシーなイメージなどを美しい映像で収録したグラビアアイドル番組！
#82 白河優菜　　#83 高嶋香帆

女神降臨

総勢5人のスロッターが1対1の
マッチプレー方式でリーグ制覇を
目指すパチスロバトル番組。
11月は嵐ｖｓ由愛可奈ほかをお届け！

走れ！パチスロリーグ

ON AIR

11/2・16・30 ［土］ 午後 11:30～ 他

MONDO TV 情報

大人気パチスロ番組「パチスロ
常勝理論！」の放送200回を記
念し、第1話から50話までの初
期の作品を、一挙集中放送で
お届け。

「麻雀BATTLE ROYAL
生放送スペシャル！」
ライブ配信！

詳細はMONDO TVの
特設サイトでチェック！

新進気鋭の若手プロ８名
が真剣対局！優勝者には、
モンド麻雀プロリーグの
最高タイトル戦、『王座決
定戦』の出場権付与！
はたして優勝者は！？

モンド麻雀プロリーグ13/14　第14回モンド杯
ON AIR 11/5 ［火］ スタート　毎週 ［火］ 午後 11:00～ 他

ON AIR 11/1・15・29 ［金］ 午後 11:00～ 他

ON AIR 11/8・22 ［金］ 午後 11:30～ 他

これまで10年以上にわたり放送し
てきた｢モンド麻雀プロリーグ｣の
膨大な対局の中から、麻雀におい
て最も華のある”役満”対局のみを
セレクトした特別番組。

モンド麻雀プロリーグ
役満ベストセレクション
ON AIR

11/7・21 ［木］ 深夜 0：30～ 他
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佐々木寿人 鈴木　達也 瀬戸熊直樹 村上　　淳

石橋　伸洋 井出　康平 滝沢　和典 山井　　弘

瀬戸熊直樹 滝沢　和典 村上　　淳 山井　　弘

石橋　伸洋 井出　康平 佐々木寿人 鈴木　達也
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モンド麻雀プロリーグ11/12 
2日～ 第12回モンド杯 
9日～ 第6回名人戦

守山塾 常勝理論

パチンコ勝ち台２ 走れ！パチスロリーグ
The MONDO Times テリー伊藤のTOKYO潜入捜査

中川家礼二の鉄学の時間 男同志 2
2日-　The MONDO Times 総集編 
9日～ 逆境無頼カイジ 破戒録篇 The MONDO Times

鉄道記録映像 親爺同志

  2日～ 馬券師倶楽部 
  9日-　岡部玲子の万馬券（ドバイ編） 
16日～ 鉄道モノ談義

MONDOシアター

200回放送記念SP 
プレイバック2006/07 
 「パチスロ常勝理論！」 
 
※10日-（10:00～20:00） 
　最大延長21:00まで 
★麻雀 BATTLE ROYAL 
　生放送スペシャル！

馬券師倶楽部2

モンド麻雀プロリーグ13/14 
2日-　第11回女流モンド杯 
9日～ 第14回モンド杯

  2日～ 守山塾 
30日-　パチンコ王座2009

守山塾

パチンコ勝ち台２ モンド麻雀プロリーグ 
役満ベストセレクション

走れ！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ13/14 
  3日-　第11回女流モンド杯 
17日～ 第14回モンド杯常勝理論

MONDOシアター 
 

※10日-（20:00～) 親爺同志 総集編1

2日-　機関車列伝 
3日～ 世界鉄道ファイル

親爺同志 The MONDO Times

女神降臨 ★パチスロ次世代政党
スロッ党

テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査

  3日-（～23:00） 
アウトローファッション

10日～ 逆境無頼カイジ 破戒録篇

中川家礼二の鉄学の時間 モンド麻雀プロリーグ 
役満ベストセレクション

★パチンコ勝ち台２
★守山塾

★走れ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ13/14 
2日-　第11回女流モンド杯 
9日～ 第14回モンド杯

★常勝理論

Sweet Angel

MONDOシアター / MONDOアドレナリンシアター

Sweet Angel 女神降臨

2日-　鉄道ジオラマ王国・The MONDO Times 
3日-　The MONDO Times 
9日～ 逆境無頼カイジ
2日～ Sweet Kiss　10日～ イメ☆パラ
  2日～ シューティングゲーム攻略軍団参上！ 
23日～ ビースト・レジェンド

MONDO TV TIMETABLE  2013 November

エンタメ特集 アイドル 麻雀 パチ&スロ Vシネマ★ 新作（初回放送）

TM and © 2013 Japan Image Communications Co., Ltd. A Time Warner Company. All Rights Reserved.
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1日～ ワンダーJAPAN TV　　14日～ 逆境無頼カイジ

守山塾

パチンコ勝ち台２ 走れ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ 
13/14 

第14回モンド杯　

守山塾 常勝理論

MONDOシアター パチスロ次世代政党スロッ党 1日-　The MONDO Times 総集編 
8日～ 逆境無頼カイジ 破戒録篇

モンド麻雀プロリーグ 
役満ベストセレクション The MONDO Times 鉄道記録映像

  4日～ 木村裕子の鉄道修行旅 
18日～ ゲームレコードGP 鉄道ジオラマ王国 テリー伊藤のTOKYO潜入捜査 親爺同志 中川家礼二の鉄学の時間

1日～ パチンコ勝ち台２　　11日～ すすめ！！パチスロリーグ

1日～ 陰謀のセオリーUSA　　18日～ MONDO ism　　22日～ ビースト・レジェンド

モンド麻雀プロリーグ12/13
  1日～ 第10回女流モンド杯
  7日～ 第13回モンド杯
29日-　第7回名人戦

走れ！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ13/14 
  5日-　第11回女流モンド杯 
12日～ 第14回モンド杯

常勝理論
パチンコ勝ち台２

守山塾
  4日-　The MONDO Times 総集編 
11日～ 逆境無頼カイジ 破戒録篇

テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査

モンド麻雀プロリーグ 
役満ベストセレクション The MONDO Times 中川家礼二の鉄学の時間 親爺同志

MONDOシアター

1日～ MONDO ism　　8日～ ワンダーJAPAN TV

モンド麻雀プロリーグ10/11
  1日～ 第5回名人戦
18日～ 第7回モンド王座決定戦
　
モンド21麻雀プロリーグ 
22日～ 10周年記念名人戦

1日- The MONDO Times 特別編 イロモノ文具コレクター　　4日～ 逆境無頼カイジ

1日- ワンダーJAPAN TV  軍艦島SPECIAL　　4日～ 200回放送記念SP プレイバック2006/07 「パチスロ常勝理論！」 
※（11日～ パチンコ王座2009　　14日- パチンコバトル2010　　15日- パチスロ！選抜チーム2010）

常勝理論 守山塾
パチンコ勝ち台２　 走れ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ13/14 
1日-　第11回女流モンド杯 
8日～ 第14回モンド杯

モンド麻雀プロリーグ 
役満ベストセレクション 親爺同志

The MONDO Times テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査 中川家礼二の鉄学の時間 女神降臨

モンド麻雀プロリーグ13/14 
  4日-　第11回女流モンド杯 
11日～ 第14回モンド杯

1日～ トラックマン競馬新聞　　20日～ The MONDO Times

1日～ MONDO式 麻雀　　7日- 麻雀ミステリーツアー　　8日～ シューティングゲーム攻略軍団参上！

★MONDOシアター
★モンド麻雀プロリーグ 

13/14 
第14回モンド杯　

★親爺同志 ワンダーJAPAN TV ★Sweet Angel

★テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査

★逆境無頼カイジ
破戒録篇 ★女神降臨

★The MONDO Times ★中川家礼二の鉄学の時間 恋するビリボー

中川家礼二の鉄学の時間 パチスロ次世代政党
スロッ党

  6日-　グラ美～水着セレクション～ 
13日～ 逆境無頼カイジ 破戒録篇

★モンド麻雀プロリーグ 
役満ベストセレクション Sweet Kiss

パチンコ勝ち台２　
常勝理論 守山塾 モンド麻雀プロリーグ 

13/14 
第14回モンド杯

★MONDO
アドレナリンシアター走れ！パチスロリーグ

Sweet Angel 女神降臨 恋するビリボー

1日～ Sweet Kiss　　8日～ イメ☆パラ　　27日～ グラ美～水着セレクション～

MONDOシアター / MONDOアドレナリンシアター

1日- Sweet Angel　　4日～ ビキスポ！
1日- ワンダーJAPAN TV  軍艦島SPECIAL　　4日～ 200回放送記念SP プレイバック2006/07 「パチスロ常勝理論！」 

※（11日～ パチンコ王座2009　　14日- パチンコバトル2010　　15日- パチスロ！選抜チーム2010）

MON    4.11.18.25 TUE     5.12.19.26 WED     6.13.20.27 THU     7.14.21.28 FRI      1.8.15.22.29 SAT     2.9.16.23.30 SUN     3.10.17.24
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