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オトコを満たす

MONDOシアター / アドレナリンシアター / プライムシアター

“アウトローな男たち”特集
竹内力が弁護士役で詐欺師を撃退する「極サギ」シリーズ、
人気お笑い芸人が集結した任侠ムービー「くれないの盃」シリーズ、
さらに、ジャン・レノ主演のバイオレンスアクション「バレッツ」などをお送りします。



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 10:00～20:00（年中無休）

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!

Ch.295
※プレミアムサービスCh.659での
　ご視聴の場合は、専門チューナーが必要です。
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バカボンパパを中心に、息子のバカ
ボン、美人ママ、天才ハジメちゃん一
家が織りなすギャグマンガアニメ。

天才バカボン

毎週［水］午後11:30～他（2話連続）
ON AIR

大人夜遊びと題し、日本各地の繁
華街などのディープスポットにテ
リー伊藤自ら潜入！
＃12 千葉、松戸・柏エリアの夜遊び
　　 スポットに潜入予定！

テリー伊藤の大人夜遊び

4/13［木］午後11:30～他
ON AIR

訳あり女性のお宅をテリー伊藤が
訪問し、その実態に迫る！
＃7 壮絶エロ！セックス中毒の東大院生 

テリー伊藤と訳あり女

4/27［木］午後11:30～他
ON AIR

橋本マナミが「銭湯で悩み相談」す
る、異色トークバラエティ！！
＃10 紺野ぶるま
＃11 天木じゅん
＃12 特別編

橋本マナミの
お背中流しましょうか？

毎週［木］深夜0:00～他
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！

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

パチスロで勝利するための方法論
を徹底的に「理論武装」！
＃289 ポロリ、木村魚拓
常勝理論初登場、大人気スロッター木村
魚拓をゲストに迎えてお届けします！

4/9・23［日］深夜0:00～他
ON AIR

パチンコ激闘伝！
実戦守山塾

毎回、パチンコライターが
ゲストで登場し、守山アニキと
塾生・安藤遥と共に競い、
ホール攻略に挑みます。

4/2・16・30［日］午後11:00～他
ON AIR

4/2・16［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

ON AIR

毎週［日］午後10:00～他
ON AIR

ガールズパチンコリーグ・ブラック

＃14は、番組初登場スペシャル後半戦の模様をお届け！
〈出演者〉
ジマー K（パチンコ必勝ガイド）、なるみん（パチンコ必勝本）
るる（パチンコ攻略マガジン）、くるみん（パチンコ必勝本）
シルヴィー（パチンコ攻略マガジン）

光れ！パチスロリーグ

＃14は、交流戦スペシャル後半戦の模様をお送りします！
〈出演者〉
  木村軍：木村魚拓、木内泰史（サンボマスター）、グラサン師匠（漫画家、ライター）
  河原軍：河原みのり、せんだるか、鈴木涼子

4/1・15・29［土］午後11:30～他
ON AIR

4/8・22［土］午後11:00～他
ON AIR

4/14・28［金］午後11:30～他
ON AIR

最強馬券師を決めるリーグ戦、
セカンドシーズン！今回は京都競馬
場での対戦の模様をお届けします。
＃6 第3戦 斎藤修VS若原隆宏（後）
＃7 第4戦 若原隆宏VS鈴木ショータ（前）

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル2

4/15［土］午後7:00～他
ON AIR

パーカー

ジェイソン・ステイサム主演 完全無
欠のハイスピード・クライムアクショ
ン！ジェニファー・ロペス共演。闇社会
を冷酷非情に生き抜く悪党ヒーロー
を、ジェイソンが華麗にしてハードな
アクションで遺憾なく魅せつける。

4/6・20［木］午後11:00～他
ON AIR

ランボルギーニのワイドボディキッ
トが世界で大人気のLiberty Walk
代表・加藤渉を追う！
＃9 世界三大カスタムカーの祭典 ドイツ・ 
      エッセンモーターショー
＃10 あのマクラーレンをぶった斬り！

カリスマチューニング～
スーパーカー～

小島武夫、モンド麻雀プロリーグ最後の名人戦。

モンド麻雀プロリーグ16/17『第11回名人戦』

毎週［火］午後11:00～他
ON AIR

4/1［土］午後7:00～他
ON AIR

バレッツ

『レオン』から17年。アクションの
ジャン・レノが帰って来た！
愛する者を守るため、マフィアのボ
スだったシャルリ（ジャン・レノ）は
再び戦う事を決意する。

4/17・24［月］午後11:00～他
ON AIR

極サギ３／極サギ4

霊感商法詐欺と対決するシリーズ
第3弾、貧困ビジネスを操る闇金と
の対決を描いたシリーズ第4弾を
お届け。

4/10［月］午後11:00～他
ON AIR

極サギ２

惚れた女は生粋の詐欺師、男を翻
弄する女の嘘。
竹内 力主演！立証が最も困難な結
婚詐欺を今宵、堕とす！！
待望のシリーズ第2弾！

4/3［月］午後11:00～他
ON AIR

極サギ

目には目を、歯には歯を、詐欺には
詐欺を。竹内力が魅せる、極悪詐欺
掃討列伝！！
出演：竹内力、元木大介、本宮泰風、
ダンカン、金山一彦ほか

4/29［土］午後7:00～他
ON AIR

ヒットマン レクイエム

「レザボア・ドッグス」「パルプ・フィ
クション」ティム・ロス主演。
殺し屋になりたい少年と、殺し屋か
ら足を洗いたいベテランヒットマン
を描いたサスペンス・アクションエ
ンタテイメント！

4/7・21［金］深夜1:00～他
ON AIR

くれないの盃
くれないの盃 完結編

庄司智春（品川庄司）主演、井戸田潤
（スピードワゴン）、岡田圭右（ますだ
おかだ）、黒沢かずこ（森三中）、長州
小力など人気お笑い芸人が集結し
た、本格任侠ムービー！

真王伝説パチスロ常勝理論！ グランド魂

＃10 予選第10戦 荒　 正義 　× 　近藤 誠一 　× 　新津　 潔 　× 　森山 茂和 解説： 前原 雄大
＃9 予選第9戦 金子 正輝 　× 　小島 武夫 　× 　土田 浩翔 　× 　古川 孝次 解説： 伊藤 優孝
＃8 予選第8戦 伊藤 優孝 　× 　金子 正輝　 × 　土田 浩翔　 × 　前原 雄大 解説： 古川 孝次
＃7 予選第7戦 小島 武夫 　× 　近藤 誠一　 × 　古川 孝次　 × 　森山 茂和 解説： 荒　 正義



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 10:00～20:00（年中無休）

受付時間
mondotv.jp

オトコを満たす 2017 April | mondotv.jp

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!

Ch.295
※プレミアムサービスCh.659での
　ご視聴の場合は、専門チューナーが必要です。

“アウトローな男たち”特集

Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

エンタメ Entertainment

エンタメ Entertainment

Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

V-cinema
MONDOアドレナリンシアター

Cinema
MONDOプライムシアター

麻雀 Mah-jong

V-cinema
MONDOシアター

アイドル
Idol

mondotv.jp

バカボンパパを中心に、息子のバカ
ボン、美人ママ、天才ハジメちゃん一
家が織りなすギャグマンガアニメ。

天才バカボン

毎週［水］午後11:30～他（2話連続）
ON AIR

大人夜遊びと題し、日本各地の繁
華街などのディープスポットにテ
リー伊藤自ら潜入！
＃12 千葉、松戸・柏エリアの夜遊び
　　 スポットに潜入予定！

テリー伊藤の大人夜遊び

4/13［木］午後11:30～他
ON AIR

訳あり女性のお宅をテリー伊藤が
訪問し、その実態に迫る！
＃7 壮絶エロ！セックス中毒の東大院生 

テリー伊藤と訳あり女

4/27［木］午後11:30～他
ON AIR

橋本マナミが「銭湯で悩み相談」す
る、異色トークバラエティ！！
＃10 紺野ぶるま
＃11 天木じゅん
＃12 特別編

橋本マナミの
お背中流しましょうか？

毎週［木］深夜0:00～他
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！

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

パチスロで勝利するための方法論
を徹底的に「理論武装」！
＃289 ポロリ、木村魚拓
常勝理論初登場、大人気スロッター木村
魚拓をゲストに迎えてお届けします！

4/9・23［日］深夜0:00～他
ON AIR

パチンコ激闘伝！
実戦守山塾

毎回、パチンコライターが
ゲストで登場し、守山アニキと
塾生・安藤遥と共に競い、
ホール攻略に挑みます。

4/2・16・30［日］午後11:00～他
ON AIR

4/2・16［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

ON AIR

毎週［日］午後10:00～他
ON AIR

ガールズパチンコリーグ・ブラック

＃14は、番組初登場スペシャル後半戦の模様をお届け！
〈出演者〉
ジマー K（パチンコ必勝ガイド）、なるみん（パチンコ必勝本）
るる（パチンコ攻略マガジン）、くるみん（パチンコ必勝本）
シルヴィー（パチンコ攻略マガジン）

光れ！パチスロリーグ

＃14は、交流戦スペシャル後半戦の模様をお送りします！
〈出演者〉
  木村軍：木村魚拓、木内泰史（サンボマスター）、グラサン師匠（漫画家、ライター）
  河原軍：河原みのり、せんだるか、鈴木涼子

4/1・15・29［土］午後11:30～他
ON AIR

4/8・22［土］午後11:00～他
ON AIR

4/14・28［金］午後11:30～他
ON AIR

最強馬券師を決めるリーグ戦、
セカンドシーズン！今回は京都競馬
場での対戦の模様をお届けします。
＃6 第3戦 斎藤修VS若原隆宏（後）
＃7 第4戦 若原隆宏VS鈴木ショータ（前）

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル2

4/15［土］午後7:00～他
ON AIR

パーカー

ジェイソン・ステイサム主演 完全無
欠のハイスピード・クライムアクショ
ン！ジェニファー・ロペス共演。闇社会
を冷酷非情に生き抜く悪党ヒーロー
を、ジェイソンが華麗にしてハードな
アクションで遺憾なく魅せつける。

4/6・20［木］午後11:00～他
ON AIR

ランボルギーニのワイドボディキッ
トが世界で大人気のLiberty Walk
代表・加藤渉を追う！
＃9 世界三大カスタムカーの祭典 ドイツ・ 
      エッセンモーターショー
＃10 あのマクラーレンをぶった斬り！

カリスマチューニング～
スーパーカー～

小島武夫、モンド麻雀プロリーグ最後の名人戦。

モンド麻雀プロリーグ16/17『第11回名人戦』

毎週［火］午後11:00～他
ON AIR

4/1［土］午後7:00～他
ON AIR

バレッツ

『レオン』から17年。アクションの
ジャン・レノが帰って来た！
愛する者を守るため、マフィアのボ
スだったシャルリ（ジャン・レノ）は
再び戦う事を決意する。

4/17・24［月］午後11:00～他
ON AIR

極サギ３／極サギ4

霊感商法詐欺と対決するシリーズ
第3弾、貧困ビジネスを操る闇金と
の対決を描いたシリーズ第4弾を
お届け。

4/10［月］午後11:00～他
ON AIR

極サギ２

惚れた女は生粋の詐欺師、男を翻
弄する女の嘘。
竹内 力主演！立証が最も困難な結
婚詐欺を今宵、堕とす！！
待望のシリーズ第2弾！

4/3［月］午後11:00～他
ON AIR

極サギ

目には目を、歯には歯を、詐欺には
詐欺を。竹内力が魅せる、極悪詐欺
掃討列伝！！
出演：竹内力、元木大介、本宮泰風、
ダンカン、金山一彦ほか

4/29［土］午後7:00～他
ON AIR

ヒットマン レクイエム

「レザボア・ドッグス」「パルプ・フィ
クション」ティム・ロス主演。
殺し屋になりたい少年と、殺し屋か
ら足を洗いたいベテランヒットマン
を描いたサスペンス・アクションエ
ンタテイメント！

4/7・21［金］深夜1:00～他
ON AIR

くれないの盃
くれないの盃 完結編

庄司智春（品川庄司）主演、井戸田潤
（スピードワゴン）、岡田圭右（ますだ
おかだ）、黒沢かずこ（森三中）、長州
小力など人気お笑い芸人が集結し
た、本格任侠ムービー！

真王伝説パチスロ常勝理論！ グランド魂

＃10 予選第10戦 荒　 正義 　× 　近藤 誠一 　× 　新津　 潔 　× 　森山 茂和 解説： 前原 雄大
＃9 予選第9戦 金子 正輝 　× 　小島 武夫 　× 　土田 浩翔 　× 　古川 孝次 解説： 伊藤 優孝
＃8 予選第8戦 伊藤 優孝 　× 　金子 正輝　 × 　土田 浩翔　 × 　前原 雄大 解説： 古川 孝次
＃7 予選第7戦 小島 武夫 　× 　近藤 誠一　 × 　古川 孝次　 × 　森山 茂和 解説： 荒　 正義



TM & © 2017 Turner Japan, K.K.  A Time Warner Company.  All Rights Reserved.　
［バレッツ］ © 2009 EUROPACORP - TF1 FILMS PRODUCTION - MARIE COLINE FILMS - SMTS　［パーカー］ ©2012 INCENTIVE FILM PRODUCTIONS, LLC.  ALL RIGHTS RESERVED.　
［ヒットマン　レクイエム］ © 2012 THE LIABILITY FILM LIMITED. All Rights Reserved.　［極サギ］©2014RIKIプロジェクト　［極サギ2・極サギ4］©2015RIKIプロジェクト　［くれないの盃・くれないの盃2］©2008「くれないの盃」製作委員会
［橋本マナミのお背中流しましょうか？］ © 橋本マナミのお背中流しましょうか？製作委員会　［天才バカボン］ © 赤塚不二夫／ＴＭＳ

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）

3日～ ワンダーJAPAN TV　　11日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2
19日- (6:30～) ダイアモンドAユカイのThe MONDO Times　　20日～ The MONDO Times

3日～ 常勝理論！　　17日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト

ガールズパチンコリーグ・ブラック 光れ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ
16/17 

第11回名人戦

守山塾 常勝理論！

MONDOシアター 6日- コサキンのラジオごっこ
13日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ 甦れ！古代発明

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
あしたのジョー

親爺同志 石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行 JK ミステリ 巡礼 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
3日～ ガールズパチンコリーグ・ゴールド　　6日～ 全開！パチスロリーグ

3日～ モンド麻雀プロリーグ 至高の一局　　10日～ 守山塾　　24日～ 石神秀幸の決断！ラーメン旅

モンド麻雀プロリーグ15/16 
3日～ 第10回名人戦 

25日～ 第12回モンド王座決定戦

光れ！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ

16/17 
第11回名人戦

常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・
ブラック

守山塾
カリスマチューニング

～スーパーカー～
あしたのジョー

甦れ！古代発明 コサキンのラジオごっこ
7日～ カリスマチューニング ～ポルシェ～ 
28日-  ダイアモンドAユカイの 

The MONDO Times

MONDOシアター / MONDOプライムシアター

4日- 石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行　　6日～ モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション
17日～ モンド麻雀プロリーグ 至高の一局

モンド麻雀プロリーグ10/11 
3日～ 第7回モンド王座決定戦 

 
モンド麻雀プロリーグ11/12 

6日～ 第9回女流モンド杯 
28日～ 第12回モンド杯

3日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル　　12日～ ガールズパチンコリーグ

3日～ ”シーズン6”放送直前SP！「MONDO式 麻雀」一挙放送 
19日～ 「ラジコン・ドリフト・マスターズ」一挙放送 

24日～ 「石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行」一挙放送

常勝理論！ 守山塾

ガールズパチンコリーグ・
ブラック 光れ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ
16/17 

第11回名人戦
5日- コサキンのラジオごっこ 
12日～ 親爺同志 6日～ 旧列車で行こう 

27日-  ワンダーJAPAN TV  
軍艦島SPECIAL

3日～  島田秀平の事故物件× 
心霊スポット

17日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2
カリスマチューニング

～スーパーカー～
最強馬券師決定戦！ 

競馬バトルロイヤル 2

モンド麻雀プロリーグ
16/17 

第11回名人戦

4日～ 「あしたのジョー」一挙放送 
6日- (22:00～) ワンダーJAPAN TV  軍艦島SPECIAL 
7日- MONDOシアター 天才バカヴォン ～蘇るフランダースの犬～ 
11日～ 「最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル」一挙放送 
21日- (22:00～) 麻雀ミステリーツアー 
25日～ 「甦れ！古代発明」一挙放送

★MONDOシアター
★モンド麻雀プロリーグ

16/17 
第11回名人戦

甦れ！古代発明 ★カリスマチューニング
～スーパーカー～

石神秀幸の
決断！ラーメン旅

★天才バカボン

6日～ ★テリー伊藤の大人夜遊び 
27日～ ★テリー伊藤と訳あり女

★最強馬券師決定戦！ 
競馬バトルロイヤル 2

6日～ ★橋本マナミのお背中流しましょうか？ 
27日-  ダイアモンドAユカイの 

The MONDO Times
女神降臨 EX

テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査 コサキンのラジオごっこ カリスマチューニング

～ポルシェ～
玉袋筋太郎のナイト

スナッカーズ・リターンズ Sweet Angel

ガールズパチンコリーグ・
ブラック

常勝理論！ 守山塾 モンド麻雀プロリーグ
16/17 

第11回名人戦
★MONDO

アドレナリンシアター光れ！パチスロリーグ

Sweet Angel テリー伊藤の大人夜遊び 橋本マナミの
お背中流しましょうか？

3日～ Sweet Angel　　12日～ 女神降臨

MONDOシアター / MONDOアドレナリンシアター / MONDOプライムシアター

4日～ JK ミステリ 巡礼　　13日～ 漂流少女　　28日～ 女神降臨 EX
3日～ ”シーズン6”放送直前SP！「MONDO式 麻雀」一挙放送 

19日～ 「ラジコン・ドリフト・マスターズ」一挙放送      24日～ 「石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行」一挙放送

1日～ 麻雀 BATTLE ROYAL 2015 
8日～ 麻雀 BATTLE ROYAL 2016 
22日～ 麻雀 BATTLE ROYAL 2017

守山塾 常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・ブラック 光れ！パチスロリーグ
コサキンのラジオごっこ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2

カリスマチューニング ～スーパーカー～ 2日- コサキンのラジオごっこ 
9日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ

天才バカボン 石神秀幸の
決断！ラーメン開拓紀行

1日～  最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル

22日～  CASINO☆
Grand Prix

カリスマチューニング 
～ポルシェ～

MONDOシアター
2日～
”シーズン6”放送直前SP！

「MONDO式 麻雀」一挙放送

16日～
(14:00～)

「ラジコン・ドリフト・マスターズ」
一挙放送

23日～
「石神秀幸の決断！ラーメン開拓
紀行」一挙放送

30日-
(13:00～)
MONDOシアター
岸和田少年愚連隊 カオルちゃん
最強伝説 妖怪地獄
　　　　　
(15:00～)
MONDOシアター
岸和田少年愚連隊 カオルちゃん
最強伝説 マレーの虎
　　　　　
(16:30～)
The MONDO Times

The MONDO Times

モンド麻雀プロリーグ
16/17 

第11回名人戦

さすらいの競馬
ギャンブラー 2

守山塾

ガールズパチンコリーグ・
ブラック コサキンのラジオごっこ

光れ！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ

16/17 
第11回名人戦常勝理論！

★MONDO
プライムシアター MONDOシアター

ダイアモンドAユカイの
The MONDO Times

石神秀幸の
決断！ラーメン旅

親爺同志
天才バカボン

甦れ！古代発明

カリスマチューニング 
～スーパーカー～ ★真王伝説

1日～ テリー伊藤の大人夜遊び 
29日～ テリー伊藤と訳あり女

★グランド魂 
30日- The MONDO Times

★ガールズパチンコリーグ・
ブラック

★守山塾
★光れ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ
16/17 

第11回名人戦

★常勝理論！

Sweet Angel

MONDOシアター
MONDO

アドレナリンシアター / 
MONDO

プライムシアター

女神降臨 EX 9日～ テリー伊藤の大人夜遊び 
30日～ テリー伊藤と訳あり女

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 2

カリスマチューニング
～スーパーカー～

Sweet Angel JK ミステリ 巡礼
ラジコン・ドリフト・マスターズ 2日～ 橋本マナミのお背中流しましょうか？ 

30日- ダイアモンドAユカイのThe MONDO Times

1日- ラッパー“ACE”の世界をねらえ
2日～CASINO☆Grand Prix　　15日～ 中川家礼二の鉄活

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