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オトコを満たす

テレビ麻雀対局番組の最高峰！16/17シーズン グランドチャンピオンがついに決定！

ON AIR 6/13・20・27［火］午後11:00～他

モンド麻雀プロリーグ16/17
『第13回モンド王座決定戦』#1～3

第14回女流モンド杯優勝者二階堂亜樹、第17回モンド杯優勝者佐々木寿人、第11回名人戦優勝者の各シリーズ優勝者3名に
昨年の第12回モンド王座・ディフェンディングチャンピオンの魚谷侑未を加えた4名による2017年王座を決める対局シリーズ。
また、開幕記念として第9-12回までの｢モンド王座決定戦｣を一挙放送でお届けします。

第1４回女流モンド杯優勝
二階堂亜樹

（日本プロ麻雀連盟）

第12回モンド王座
魚谷侑未

（日本プロ麻雀連盟）

第17回モンド杯優勝者
佐々木寿人

（日本プロ麻雀連盟）

第11回名人戦
優勝者

6/6（火）名人戦

最終戦放送にて決定！



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。

エンタメ Entertainment

Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

アイドル Idol

麻雀 Mah-jong

エンタメ
Entertainment

mondotv.jp

実力派俳優が廃墟を巡る
ドキュメンタリードラマ。
#3 廃墟の記憶
出演：安田顕（俳優）、野口照夫（映画監督） 
#4 爆発の生き残り #5 天空のホテル
#6 巨大廃墟群
出演：田辺誠一（俳優）、スミマサノリ（映像クリエイター）

廃墟の休日

毎週［水］午後11:00～他
ON AIR

最強馬券師決定戦！競馬
バトルロイヤル2

世界から注目されるカリスマチューナーに密着！　
ランボルギーニに奇抜なカスタムで世界から注目される
アウトローでありながら、ベールに包まれたところも多い諸星伸一を追う！
＃1 電飾ランボルギーニ 諸星伸一
＃2 ランボルギーニ50周年記念 in イタリア
＃3 海外からオファー殺到！電飾カスタムの全て

カリスマチューニング～ランボルギーニ～
6/1・15・29［木］午後11:00～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！

6/8・22［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！
＃10 〇〇も知らずに風俗デビューした
　　 社長令嬢
＃11 三十路女の悲しい性癖

6/9・23［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！
＃10 第5戦 弥永明郎VS鈴木ショータ（後）
＃11 第6戦 辻三蔵VS若原隆宏（前）

テリー伊藤と訳あり女

毎週［日］午後10:00～他
ON AIR

真王伝説

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

#77
桃乃木かな

#76
羽咲みはる

人気セクシー女優たちの美しく艶やかな姿をオリジナルでお届け。毎回一人の人気セクシーアイドルがギリギリセ
クシーイメージ映像で登場。高画質で美しい映像の女の子の姿も見どころです。
＃76  羽咲みはる
＃77  桃乃木かな
＃78  RION

Sweet Angel

6/2・16・30［金］深夜0:30～他
ON AIR

6/11・25［日］午後11:00～他
ON AIR

パチンコ激闘伝！実戦守山塾

#213は、ゲストを迎えて実戦バトルを行う特別編！ 
#213   パチンコ実戦バトル！第4回守山塾杯編
今回は特別編としてゲストを迎えてバトル。 
ゲストは、せんだるか、女流プロ雀士二階堂亜樹、パチンコライターみさお、
パチンコライター兼プロ雀士の柳まお。

6/3・17［土］午後11:00～他
ON AIR

ガールズパチンコリーグ・
ブラック

人気女性パチンコライターが自腹
実戦でリーグ戦を戦う“ガールズパ
チンコリーグ”、第4シーズン！
＃18 青山りょうVSかおりっきぃ☆ 後半戦
＃19 政重ゆうきVSシルヴィー 前半戦

6/4・18［日］深夜0:00～他
ON AIR

パチスロ常勝理論！

パチスロライターのポロリ、そして
伊藤真一、ワサビが「ホールの特
徴」「台の特徴」などを考え、「デー
タを分析」し「機種」を絞り込み「台」
を絞り込み、「勝利」への「理論」を
展開し、そして実戦していきます。

6/10・24［土］午後11:30～他
ON AIR

光れ！パチスロリーグ

木村魚拓、嵐、河原みのり、銀太郎、
東城りおの5人が1対1のパチスロ
対戦でリーグ制覇を目指す！
＃19、20　木村魚拓VS河原みのり
　前後半戦

6/4・18［日］午後10:30～他
ON AIR

グランド魂

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

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 Cinema
MONDOプライムシアター

娘の恋人と恋に落ちてしまう人妻
の恋愛を描く、元セイントフォー濱
田のり子主演で贈る妖しくも切な
い背徳的ラブストーリー。平凡だっ
た人妻が求めた“愛”の末路とは…。

はだかのくすりゆび　前後篇

6/2・16［金］深夜1:00～他
ON AIR

その人生、アウト？！セーフ？！生死を賭
けた、“よよいのよい”！！「野球拳」がデス
ゲームとして行われるセクシーサスペ
ンス作品。羞恥と死闘が繰り広げられ
る、禁断のデスゲーム・スリラー開幕！！ 

野球拳キャノンボール

6/30［金］深夜1:00～他
ON AIR

6/5・12［月］午後11:00～他
ON AIR

静かなるドン 新章vol.1／
静かなるドン 新章vol.2

昼は平凡なサラリーマン、夜は関東
最大の暴力団組長近藤静也（袴田吉
彦）という設定を描いた漫画原作映
画をオンエア。出演：袴田吉彦・小林
恵美・長澤奈央・和希沙也ほか出演

6/19・26［月］午後11:00～他
ON AIR

静かなるドン 新章 頂上決戦！！
鮮血の大阪抗争編／
静かなるドン 新章 絶体絶命！！
怒りの五代目姐編

シートの下に爆弾
車を降りれば爆発
さあ、どうする？
“限界ギリギリ”ノンストップ・カーア
クションの傑作登場！！

暴走車 ランナウェイ・カー

6/10［土］午後7:00～他
ON AIR

香港にて圧倒的大ヒットを記録！
アジアを代表するスタッフ＆キャス
トが贈る、極限最速のカー・バトル・ア
クション！！

モーターウェイ

6/24［土］午後7:00～他
ON AIR

6/6［火］午後11:00～他
ON AIR

モンド麻雀プロリーグ16/17
『第11回名人戦』 

いよいよ決勝最終戦！優勝を手にす
るのは誰だ？！
優勝者は「第13回モンド王座決定
戦」へ進出！

6/5・19［月］午後10:00～他
ON AIR

MONDO式 麻雀 

「新ルール麻雀バラエティ番組」麻
雀芸人チームに、ワッキー、トータ
ル大村が登場！
プロ雀士二階堂亜樹、井出康平が
夫婦でテレビ初共演！

#78
RION
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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）

1日～  中川家礼二の鉄活　　7日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル
22日～ 旧列車で行こう　　30日- ワンダーJAPAN TV  軍艦島SPECIAL

1日～ 常勝理論！　　12日～ ガールズパチンコリーグ・ゴールド　　27日～ 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 
  7日- 第11回名人戦 

14日～ 第13回モンド王座決定戦

守山塾 常勝理論！

MONDOプライムシアター MONDOシアター 石神秀幸の決断！ラーメン旅 廃墟の休日
モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ   2日～ あしたのジョー 

  9日-(10:00～)ダイアモンドAユカイの 
                      The MONDO Times 
16日～ ラッパー“ACE”の世界をねらえ親爺同志 甦れ！古代発明 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

1日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト　　5日～ 吼えろ！パチスロリーグ

1日～ 親爺同志　　5日～ ガールズパチンコリーグ
20日～ CASINO☆Grand Prix　　23日～ カリスマチューニング ～ スーパーカー～ 

モンド麻雀プロリーグ16/17 
  1日～ 第3回女流モンド チャレンジマッチ 
  6日～ 第14回女流モンド杯 
28日～ 第１回モンド新人戦 
30日～ 第1回モンド杯チャレンジマッチ

光れ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ
16/17 
  6日～ 第11回名人戦 
20日～  第13回モンド王座

決定戦

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
～ランボルギーニ～

  1日～ あしたのジョー 
  8日-(14:30～)ダイアモンドA
       ユカイのThe MONDO 
        Times 
15日～  ラッパー“ACE”の 

世界をねらえ
  5日～ 甦れ！古代発明 
26日-   The MONDO Times コサキンのラジオごっこ

  2日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ 
16日～  カリスマチューニング 

～スーパーカー～

「第13回モンド王座決定戦への軌跡」 
1日- モンド麻雀プロリーグ15/16 第12回モンド王座決定戦 

モンド麻雀プロリーグ16/17 
2日、5日- 第14回女流モンド杯 決勝対局　　6日、7日- 第17回モンド杯 決勝対局　　 8日、9日- 第11回名人戦 決勝対局 

 
12日～ MONDOシアター / MONDOプライムシアター

1日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2　　5日～ 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11/12 
  1日～ 第6回名人戦 
13日～ 第8回モンド王座決定戦 
 
モンド麻雀プロリーグ12/13 
19日～ 第10回女流モンド杯

1日～ The MONDO Times　　5日～ 情熱！パチスロリーグ

1日～ CASINO☆Grand Prix　　5日～ 「ガールズパチンコリーグ・ホワイト」一挙放送
20日～ 「甦れ！古代発明」一挙放送　　28日～ 「ラジコン・ドリフト・マスターズ」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 
  2日～ 第11回名人戦 
16日～  第13回モンド王座

決定戦

JK ミステリ 巡礼
中川家礼二の鉄活

さすらいの
競馬ギャンブラー 2

カリスマチューニング
～ランボルギーニ～

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 2

廃墟の休日 1日- MONDOプライムシアター ノルウェーニンジャ　　2日- MONDOシアター アウターマン 
「モンド麻雀プロリーグ モンド王座決定戦」一挙放送 

6日～ モンド麻雀プロリーグ12/13 第9回モンド王座決定戦 
13日～ モンド麻雀プロリーグ13/14 第10回モンド王座決定戦 
20日～ モンド麻雀プロリーグ14/15 第11回モンド王座決定戦 
27日～ モンド麻雀プロリーグ15/16 第12回モンド王座決定戦

★MONDO式 麻雀

★MONDOシアター

★モンド麻雀プロリーグ
16/17 
  6日-   第11回名人戦 
13日～  第13回モンド王座

決定戦

★廃墟の休日 ★カリスマチューニング
～ランボルギーニ～

  2日～  石神秀幸の 
決断！ラーメン旅

16日～ 親爺同志(総集編)

★天才バカボン
★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
  1日～  ラジコン・ドリフト・ 

マスターズ
15日～ Sweet Angel（総集編）

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

  7日～ カリスマチューニング～ポルシェ～
28日～  カリスマチューニング 

～ スーパーカー～ 
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 MONDO式 麻雀
★MONDO 

アドレナリンシアター光れ！パチスロリーグ

Sweet Angel テリー伊藤と訳あり女
  7日-    島田秀平の事故物件× 

心霊スポット
14日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ

廃墟の休日

女神降臨

「第13回モンド王座決定戦への軌跡」 
1日- モンド麻雀プロリーグ15/16 第12回モンド王座決定戦 

モンド麻雀プロリーグ16/17 
2日、5日- 第14回女流モンド杯 決勝対局　　6日、7日- 第17回モンド杯 決勝対局　　 8日、9日- 第11回名人戦 決勝対局 

12日～ 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
1日～ 橋本マナミのお背中流しましょうか？　　14日～ テリー伊藤の大人夜遊び

1日～ CASINO☆Grand Prix　　5日～ 「ガールズパチンコリーグ・ホワイト」一挙放送
20日～ 「甦れ！古代発明」一挙放送　　28日～ 「ラジコン・ドリフト・マスターズ」一挙放送

モンド麻雀プロリーグ14/15 
第12回女流モンド杯

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 
～ランボルギーニ～ 廃墟の休日

天才バカボン MONDO式 麻雀

  3日～ 旧列車で行こう 
24日-    ワンダーJAPAN TV  

軍艦島SPECIAL

「モンド麻雀プロリーグ
モンド王座決定戦」一挙放送

  4日-  モンド麻雀プロリーグ
12/13 第9回モンド
王座決定戦

11日-  モンド麻雀プロリーグ
13/14 第10回モン
ド王座決定戦

18日-  モンド麻雀プロリーグ
14/15 第11回モン
ド王座決定戦

25日-  モンド麻雀プロリーグ
15/16 第12回モン
ド王座決定戦

MONDOシアター

The MONDO Times

モンド麻雀プロリーグ16/17 
  3日～ 第11回名人戦 
17日～  第13回モンド王座

決定戦

  3日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ 
17日～  カリスマチューニング 

～ ポルシェ～ 

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 
  4日～ 第11回名人戦 
18日～  第13回モンド王座

決定戦常勝理論！

★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

  4日-   石神秀幸の決断！ラーメン旅 
11日～  石神秀幸の決断！ 

ラーメン開拓紀行

MONDO式 麻雀 天才バカボン

カリスマチューニング 
～ランボルギーニ～ ★真王伝説

テリー伊藤と訳あり女 ★グランド魂

★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 
  3日～ 第11回名人戦 
17日～  第13回モンド王座

決定戦

★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 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
～ランボルギーニ～

Sweet Angel 橋本マナミの
お背中流しましょうか？  3日～ 島田秀平の事故物件×心霊スポット 

24日-   女神降臨（総集編）

  3日～ 甦れ！古代発明
17日～ カリスマチューニング ～スーパーカー～

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

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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