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オトコを満たす

2016

麻雀芸人チームに、ワッキー・狩野英孝が登場！
おみくじを引いて吉と出るか凶と出るかで勝負が決まる？！

MONDO TVでは、今まで無い画期的な新ルール「MONDO式 麻雀」を独自に発案！
いままでの麻雀とは一味違う新ルールで、より深い麻雀の魅力をお伝えします！
出演： 【麻雀芸人軍】ワッキー・狩野英孝 【チームがらくた】前原雄大・佐々木寿人
 【セクシーキャッツ】和久津晶・茅森早香 【新・チームB型】魚谷侑未・滝沢和典

ON AIR 5/7・21［土］午後10:00～他
MONDO式 麻雀



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
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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

エンタメ Entertainment

エンタメ
Entertainment

Vシネマ V-cinema
MONDOアドレナリンシアター

Vシネマ V-cinema
MONDOシアター

Vシネマ V-cinema
MONDOシアターアイドル Idol麻雀 Mah-jong

5/7・21［土］午後11:00～他
女性ライター 5名がリーグ戦で対決！
#12　ヒラヤマン VS 青山りょう（後半戦）
#13　政重ゆうき VS ポコ美（前半戦）

ガールズパチンコリーグ・
ホワイト

mondotv.jp

ON AIR

真王伝説 JK ミステリ 巡礼

松本バッチ、カブトムシゆかり、
神谷玲子、玉ちゃん、鈴木涼子が
「自腹実戦バトル」を繰り広げる！
〈出演〉鈴木涼子、カブトムシゆかり、
松本バッチ、神谷玲子、玉ちゃん

パチスロ常勝理論！

パチスロライターの
ポロリと伊藤真一が
パチスロで勝利するための
方法論を徹底的に「理論武装」！

5/8・22［日］深夜0:00～他
ON AIR

パチンコ激闘伝！
実戦守山塾

塾長・守山アニキが
ゲストと共に実戦勝負！
パチンコの「立ち回り術」を
視聴者にわかりやすく見せます！

5/1・15・29［日］午後11:00～他
ON AIR

吼えろ！パチスロリーグ

人気スロッター、美人ライターが
ガチバトル！
#17、18
木村魚拓 VS 松本バッチ （前後半戦）

5/14・28［土］午後11:30～他
ON AIR

人気セクシー女優・沖田杏梨主演！
40歳童貞男がタイムスリップして
童貞喪失に奮闘する
セクシーコメディー！

時をかける童貞

5/6［金］深夜1:00～他
ON AIR

エロカワ女優の羽月希・主演。
落ち武者が
子孫の脱･童貞に大奮闘、
時代を超越した童貞ファンタジー！

今井雅之が魅せる
侠気の物語。
守るべきは組織か侠道か？！

ステキな童貞侍

5/20［金］深夜1:00～他
ON AIR

ハチロク VS 180のチューンナップ
＆テクニック対決！峠を制するのは
誰だ？！「湾岸ミッドナイト」の大鶴義
丹がドリフトテクニックを伝授！出演
は大鶴義丹、三浦涼介ほか。

峠最速バトル 
－ドリフト86伝説－

5/2［月］午後11:00～他
ON AIR

東大を卒業したがプロ雀士の道を
歩む須田良規本人をモデルにした
コラム「東大を出たけれど」を井田
ヒロトが完全コミック化（全3巻）し
た作品を実写化。

東大を出たけれど 
麻雀に憑かれた男

5/9［月］午後11:00～他

ポルシェのカリスマチューナー
”中井啓”に密着！
＃8　RWBジャパン
　　 集団ツーリング in 箱根
＃9　ポルシェのカリスマ 夢を叶える

ON AIR

ON AIR

玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

スナックをこよなく愛する玉ちゃんのアポな
しロケ！今月は「玉袋筋太郎のナイトスナッ
カーズ」全37話を日曜午後に一挙放送。
＃36 群馬県・館林（後編） 　＃37 池袋 　
＃38 田端　＃39 千葉県・九十九里浜（前編）　

毎週［木］午後11：30～他

カリスマチューニング
～ポルシェ～

5/13・27［金］午後11:00～他
毎週［水］午後11:30～
（2話連続放送）他

ON AIR

あしたのジョー

今月は、ジョーが少年院を出てから、プロ
ボクサーになるまでのエピソードが登場！
＃23 あばよ少年院 / ＃24 帰えって来たドヤ街
＃25 野良犬の掟 / ＃26 絶望のライセンス
＃27 明日に架ける橋 / ＃28 栄光への賭け
＃29 明日への挑戦 / ＃30 試練のプロテスト

ON AIR

スマートフォン、タブレット、パソコンで、
MONDO TV の人気番組が見放題！
詳細はMONDO TV
オンデマンドでチェック！

5/1・15［日］午後10:30～他
パチンコ業界のカリスマアイドル
「ホームランなみち」を
MCにゲストたちが出玉対決！
番組MC：ホームランなみち

グランド魂

ON AIR

毎週［日］午後10:00～他
ON AIR

日本の各地に存在する心霊スポット
や廃墟などを女子高校生たちが巡る！
#9  　鈴ヶ森刑場跡/ホテルB富士/Hトンネル
#10　T良崎城跡/ジェイソン村②/日本平パークウェイ

5/30［月］午後11:00～他
ON AIR

5/23［月］午後11:00～他
ON AIR

5/16［月］午後11:00～他
ON AIR

除籍～血濡れの怪文書

没後一周忌を迎える今井雅之主演のVシネマをオンエア。
武闘派ヤクザの芹澤（竹内力）と武闘派刑事の村田（今井雅之）による侠の意地が激突する「虎狼の大義」
芹澤と村田が敵対組織と癒着していた警察上層部との最後の戦いを描く「虎狼の大義2」を放送！

虎狼の大義 虎狼の大義 2

ON AIR

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル

競馬専門新聞記者たちの中から
最強馬券師を決める、
MONDO TVオリジナルのリーグ戦！
#4は、G1フェブラリーステークス2016で
馬券予想勝負！

5/13・27［金］午後11:30～他

モンド麻雀プロリーグ15/16　第10回名人戦
ON AIR 毎週［火］午後11:00～他
ベテラン雀士たちの真剣対局！今月はいよいよ予選最終戦。
決勝卓へ勝ち進むのは誰だ？！

今井雅之主演作品 特集

5/4・18［水］午後11:00～他
ON AIR

女神降臨 EX

女神降臨オフショットを中心に
番組未公開映像をお届け！
鞄の中身のチェックやオフショット
など、違った一面がみられる映像が
盛りだくさん！

5/26［木］深夜0:00～他
ON AIR

女神降臨

#131 総集編18
#123橘希、#124安枝瞳、#125神谷
えりな、#126古川真奈美、#127潮田
ひかる、#128杉原杏璃のベストシー
ンをダイジェストでお届け！

5/12［木］深夜0:00～他
ON AIR

#128
杉原杏璃

#91
安藤遥

#11 予選第11戦
#12 予選第12戦
#13 予選第13戦
#14 予選第14戦
#15 決勝第1戦

解説：井出康平
解説：井出康平
解説：魚谷侑未
解説：魚谷侑未
解説：梶本琢程

小島武夫 土田浩翔 古川孝次 前原雄大
荒正義 近藤誠一 新津潔 森山茂和
土田浩翔 新津潔 古川孝次 森山茂和
荒正義 小島武夫 近藤誠一 前原雄大
予選第1位 予選第2位 予選第3位 予選第4位
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5/7・21［土］午後11:00～他
女性ライター 5名がリーグ戦で対決！
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ON AIR

真王伝説 JK ミステリ 巡礼

松本バッチ、カブトムシゆかり、
神谷玲子、玉ちゃん、鈴木涼子が
「自腹実戦バトル」を繰り広げる！
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パチスロで勝利するための
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5/14・28［土］午後11:30～他
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あしたのジョー

今月は、ジョーが少年院を出てから、プロ
ボクサーになるまでのエピソードが登場！
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武闘派ヤクザの芹澤（竹内力）と武闘派刑事の村田（今井雅之）による侠の意地が激突する「虎狼の大義」
芹澤と村田が敵対組織と癒着していた警察上層部との最後の戦いを描く「虎狼の大義2」を放送！

虎狼の大義 虎狼の大義 2
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女神降臨オフショットを中心に
番組未公開映像をお届け！
鞄の中身のチェックやオフショット
など、違った一面がみられる映像が
盛りだくさん！

5/26［木］深夜0:00～他
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モンド麻雀プロリーグ14/15 
第15回モンド杯

守山塾 常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・ホワイト 吼えろ！パチスロリーグ
The MONDO Times 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル

玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ 1日-　ワンダーJAPAN TV 
8日～ 廃道アドベンチャー

カリスマチューニング 〜ポルシェ〜 あしたのジョーJK ミステリ 巡礼

7日- 
麻雀ミステリーツアー 
14日～ MONDO式 麻雀

1日- 
パチスロ・バトル・ライヴ 
8日～ MONDO ism

MONDOシアター
1日- 

「ダイアモンドAユカイの
 The MONDO Times」
一挙放送

8日～ 
「玉袋筋太郎の
  ナイトスナッカーズ」
一挙放送

29日- （15:30～）
MONDOシアター 
脱獄ドクター 
いのち屋エンマ

鉄道大百科

モンド麻雀プロリーグ
15/16 

第10回名人戦

7日- 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ 
14日～ 
馬券師倶楽部２〜玄人の買い目〜

守山塾

ガールズパチンコリーグ・
ホワイト 中川家礼二の鉄活

吼えろ！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ

15/16 
第10回名人戦常勝理論！

MONDOシアター

  7日-　廃道アドベンチャー 
14日～ ワンダーJAPAN TV

ダイアモンドAユカイの
The MONDO Times

親爺同志 JK ミステリ 巡礼

さすらいの
競馬ギャンブラー 2

玉袋筋太郎のナイト
スナッカーズ・リターンズ

★MONDO式 麻雀
★真王伝説

1日～ ★グランド魂 
29日- The MONDO Times

★ガールズパチンコリーグ・
ホワイト

★守山塾
★吼えろ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ
15/16 

第10回名人戦

★常勝理論！

Sweet Kiss

MONDOシアター MONDO
アドレナリンシアター

イメ☆パラ   1日～ 女神降臨 
29日～ 女神降臨 EX

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル

1日～ テリー伊藤のTOKYO潜入捜査 
15日～ 
カリスマチューニング 〜ポルシェ〜

あしたのジョー JK ミステリ 巡礼
アイドル潜入捜査

  1日～ CASINO☆Grand Prix
14日～ ビースト・レジェンド

TM and © 2016 Turner Japan, K.K.  A Time Warner Company.  All Rights Reserved.　
［虎狼の大義］ ©2013 RIKIプロジェクト　［虎狼の大義 2］ ©2014 RIKIプロジェクト　［除籍～血濡れの怪文書］ © 2014アドバンス　
［峠最速バトル －ドリフト86伝説－］ ©クロックワークス、ミューズ・プランニング　［東大を出たけれど 麻雀に憑かれた男］ ©2010須田良規・井田ヒロト／竹書房／アムモ98　［時をかける童貞・ステキな童貞侍］ © 2011ネクスタシーＥＸ　
［あしたのジョー］ ©高森朝雄・ちばてつや／虫プロダクション　

エンタメ特集枠 アイドル 麻雀 パチ&スロ Vシネマ★ 新作（初回放送）

2日～ 鉄道大百科　　10日～ 馬券師倶楽部２〜玄人の買い目〜　　18日～ CASINO☆Grand Prix
23日～ 旧列車で行こう　　31日～ ほんとにあった心霊写真

2日～ 守山塾　　16日～ パチンコ勝ち台実戦チェック！２　　30日～ 常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・ホワイト 吼えろ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ
15/16 

第10回名人戦

守山塾 常勝理論！

MONDOシアター カリスマチューニング 〜ポルシェ〜 JK ミステリ 巡礼
中川家礼二の鉄活 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ 6日- パチスロ・バトル・ライヴ 

13日～ MONDO式 麻雀モンド麻雀プロリーグ 至高の一局 さすらいの競馬ギャンブラー 2 廃道アドベンチャー 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル
2日～ ガールズパチンコリーグ　　13日～ 走れ！パチスロリーグ

2日～ ワンダーJAPAN TV　　12日～ 親爺同志

モンド麻雀プロリーグ11/12 
  2日～ 第9回女流モンド杯 
12日～ 第12回モンド杯

吼えろ！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ

15/16 
第10回名人戦

常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・
ホワイト

守山塾
The MONDO Times 5日- 

パチスロ・バトル・ライヴ 
12日～ MONDO式 麻雀玉袋筋太郎のナイト

スナッカーズ・リターンズ
ダイアモンドAユカイの
The MONDO Times 中川家礼二の鉄活

MONDOシアター

2日～ 馬券師倶楽部２〜玄人の買い目〜　　10日～ ダイアモンドAユカイのThe MONDO Times

モンド麻雀プロリーグ13/14　2日～ 第8回名人戦　　5日～ 第10回モンド王座決定戦 

11日～ 麻雀 BATTLE ROYAL 2012
17日～ 麻雀 BATTLE ROYAL 2013
23日～ 麻雀 BATTLE ROYAL 2014
27日～ 麻雀 BATTLE ROYAL 2015

2日～ ガールズパチンコリーグ　　11日～ ワンダーJAPAN TV

2日～ 「ダイアモンドAユカイのThe MONDO Times」一挙放送　　9日～ 「玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ」一挙放送

常勝理論！ 守山塾

ガールズパチンコリーグ・
ホワイト 吼えろ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ
15/16 

第10回名人戦
カリスマチューニング

〜ポルシェ〜
あしたのジョー

  2日～ 中川家礼二の鉄活 
23日～ The MONDO Times

玉袋筋太郎のナイト
スナッカーズ・リターンズ

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル

モンド麻雀プロリーグ
15/16 

第10回名人戦

  3日～ 「中川家礼二の鉄活」一挙放送 
10日～ 「MONDO式 麻雀」一挙放送　/　（22:30～） 「鉄道大百科 」一挙放送 

31日～ 「CASINO☆Grand Prix」一挙放送　/　（22:30～） The MONDO Times

★MONDOシアター
★モンド麻雀プロリーグ

15/16 
第10回名人戦

★JK ミステリ 巡礼 さすらいの
競馬ギャンブラー 2

★カリスマチューニング
〜ポルシェ〜

★あしたのジョー

★玉袋筋太郎のナイト
スナッカーズ・リターンズ

★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル

  5日～ ★女神降臨 
26日～ ★女神降臨 EX

テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査

アイドル潜入捜査
3日- 
テリー伊藤のTOKYO潜入捜査 
10日～ Sweet Kiss

女神降臨 EX 中川家礼二の鉄活 女神降臨

ガールズパチンコリーグ・
ホワイト

常勝理論！ 守山塾 モンド麻雀プロリーグ
15/16 

第10回名人戦
★MONDO

アドレナリンシアター吼えろ！パチスロリーグ

漂流少女   3日～ 女神降臨 
31日～ 女神降臨 EX

4日- 
テリー伊藤のTOKYO潜入捜査 
11日～ MONDO ism

2日～ 女神降臨　　17日～ テリー伊藤のTOKYOひとり暮らし娘 2

MONDOシアター / MONDOアドレナリンシアター

2日～ 漂流少女　　20日～ 漂流少女2

2日～ 「ダイアモンドAユカイのThe MONDO Times」一挙放送　　9日～ 「玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ」一挙放送

MON    2.9.16.23.30 TUE     3.10.17.24.31 WED     4.11.18.25 THU     5.12.19.26 FRI     6.13.20.27 SAT     7.14.21.28 SUN     1.8.15.22.29
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