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オトコを満たす

今話題のポーカーの奥深い世界をお届け！

ON AIR 7/20［木］午後11:30～他

CASINO☆Grand Prix
全日本選手権優勝者、腕自慢の芸能人・著名人、さらにプロ雀士などが集った、テキサスホールデムポーカーの大会を番組化。
個性溢れる各出演者たちが繰り出す、頭脳と運、心理的駆け引きを通じてポーカーゲームの面白さを伝えます。
＜主な出演者＞
野村宏伸（俳優）、宮本和知（野球解説者）、パンツェッタ・ジローラモ（タレント）、中野信子（脳科学者）
スーパーササダンゴマシン（プロレスラー）、ふじいあきら（マジシャン）、広瀬玲奈（ポーカーアイドル）他



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 July | 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。

エンタメ Entertainment

Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

麻雀 Mah-jong

アイドル
Idol

エンタメ
Entertainment

競馬専門新聞の名物記者たちから最強馬券
師を決めるリーグ戦。今月は共同通信杯
（GIII）で馬三郎弥永とトーチュー若原が勝負！
＃12 第6戦 辻三蔵VS若原隆宏（後）
＃13 第7戦 弥永明郎VS若原隆宏（前）

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル2

7/7・21［金］午後11:30～他
ON AIR

テリー伊藤の大人夜遊び

スマホ、タブレット、パソコンで
MONDO TVの
麻雀番組や
生放送が見放題！

7/13・27［木］午後11:00～他
ON AIR

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
世界注目の諸星伸一を追う！
＃4 富豪たちのスーパーカーツーリング in 香港
＃5 ランボルギーニがつなぐ全国の輪

7/21［金］午後11:00～他
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！全国のマル秘ナイトスポットを思う存
分満喫していきます。
#13  京都のマル秘ナイトスポットに潜入予定！

カリスマチューニング
～ランボルギーニ～

7/6［木］午後11:30～他
ON AIR

“訳あり女性”にスポットをあて、
彼女たちの部屋をテリー伊藤が
実際に訪ね、その実態に迫ります。
#12 三十路女の悲しい性癖

テリー伊藤と訳あり女

毎週［水］午後11:00～他
ON AIR

世界各地に点在する廃墟を舞台に、田
辺誠一や生瀬勝久ら俳優とクリエイ
ターが旅する様子をお届けする、ロー
ドムービー的ドキュメンタリードラマ。
#7 巨大な駅 #8 世界一の工場
#9 えいがのなごり #10 地下

廃墟の休日

毎週［日］午後10:00～
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

＃79
高橋しょう子

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お届け。高画
質で美しい女の子の姿が見どころです。
#79は、元グラビアアイドルで話題になっ
た「たかしょー」こと高橋しょう子が登場！
＃79 高橋しょう子　　＃80 総集編

Sweet Angel

7/14・28［金］深夜0:30～他
ON AIR

7/9・23［日］午後11:00～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。

7/1・15・29［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！
＃20 政重ゆうき VS シルヴィー 後半戦
＃21 ヒラヤマン VS 青山りょう 前半戦
＃22 ヒラヤマン VS 青山りょう 後半戦

7/2・16・30［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、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」を展開そして実
戦していきます。

7/8・22［土］午後11:30～他
ON AIR

光れ！パチスロリーグ

5人のスロッターが1対1のパチス
ロ対戦でリーグ制覇を目指す！
リーグも終盤の第9戦、
銀太郎 VS 東城りおの対戦！
＃21、22 銀太郎 VS 東城りお
　　　 　前後半戦

V-cinemaMONDO
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

小沢仁志×蝶野正洋、最凶のコワモ
テ2人が兄弟分に！国家組織から切
り捨てられた元官僚の高千穂（小沢
仁志）。唯一頼れる、ヤクザの若頭・
大城（蝶野正洋）と共に国家権力と
の戦いに挑んでいく。

組織暴力 対 官僚

7/17［月］午後11:00～他
ON AIR

“名バイプレーヤー”木下ほうか主演映
画！グラビアアイドル紗綾、Vシネ界の重
鎮・白竜が共演。市役所勤務の聖人（木
下ほうか）はヤクザの組長・白石（白竜）
と弁護士の希美子（紗綾）と共に法と暴
力の狭間で正義の道を見いだしていく。

民暴 ／ 民暴2

7/24・31［月］午後11:00～他
ON AIR

元国民的アイドルグループの逢坂はるな主
演！人気マンガ「あまくちナイト」の映画化
作品。お菓子メーカーで繰り広げられる、小
悪魔的なヒロインとオクテの主人公による
ちょっとエッチなビジネス・ラブコメです。

あまくちナイト
あまくちナイト2

7/3［月］午後11:00～他
ON AIR

報復への道

ヤクザの抗争事件に巻き込まれ最
愛の妻と息子を失った新崎（原田龍
二）は、平凡に暮らしてきた過去とは
真逆の世界で、復讐の鬼となり静か
に立ち上がる。

7/10［月］午後11:00～他
ON AIR

アンダーフェイス

自分がヤクザの子だという事を恨んでいた
秀治（原田龍二）。そんな中、敵対組織へと
寝返った徳田（小沢仁志）の因縁抗争が勃
発。抗争は激化し、ヤクザを嫌悪してた秀治
だったがその身に流れる極道の血が激戦
の渦へと巻き込んでいくのであった…。

1998年、ジロ・デ・イタリアとツール・ド・フ
ランスを同年で制覇する偉業を成し遂げ
るが、その後ドーピング疑惑に巻き込ま
れ絶望の中へ突き落とされた伝説のサ
イクリスト、”マルコ・パンターニ”の壮絶
な人生を綴ったドキュメンタリー映画。

パンターニ 
海賊と呼ばれたサイクリスト

7/8［土］午後7:00～他ON AIR

ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、
アレサ・フランクリンといった一流
ミュージシャンが出演し、奇跡のスタ
ジオについて語る。当時のレコーディ
ング風景も随所に差し込まれ、名曲
の誕生をとらえた貴重な映像は必見！

黄金のメロディ
マッスル・ショールズ

7/22［土］午後7:00～他ON AIR

7/14・28［金］深夜1:00～他
ON AIR毎週［火］午後11:00～他

※7/11［火］スタート  
ON AIR

モンド麻雀プロリーグ17/18
第15回女流モンド杯 

人気の高い女流雀士の中でもタイト
ルを保持し、実力も持ち合わせた
トッププロだけを集めた人気シリー
ズ！ 計12名の女流雀士による意地と
プライドをかけた熱い対局を放送！

7/9［日］午前11:00～他
〈4話連続〉

ON AIR 毎週［月］午後10:00～他
※7/3［月］スタート 

ON AIR

モンド麻雀プロリーグ17/18
第4回女流モンド杯　チャレンジマッチ 

8名の女流雀士が己の持てるすべてを
かけて戦う！A卓とB卓に分かれ、とも
に2回戦を戦い、それぞれの合計ポイ
ントをより多く獲得した計2名が「第15
回女流モンド杯」の出場権を得ます。

7/6・7［木・金］午後9:30～他
ON AIR

モンド麻雀プロリーグ17/18
第2回女流モンド新人戦 

女流麻雀界の未来を担うスターを
発掘する新シリーズ！予選を勝ち抜
いた新人女流雀士8名が「第15回
女流モンド杯」への出場枠をかけて
真剣対局！

7/4［火］午後11:00～他ON AIR

モンド麻雀プロリーグ16/17
第13回モンド王座決定戦 

今、最も強い雀士は誰なのか！？ 
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！

夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2017

2006年より夕刊フジが主催する女
流雀士限定の麻雀タイトル戦！個人
戦で優勝した女流プロ雀士は、「第
4回女流モンドチャレンジマッチ」へ
の出場権が得られます。

Vシネマ

ニコニコ

麻雀チャンネル
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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！全国のマル秘ナイトスポットを思う存
分満喫していきます。
#13  京都のマル秘ナイトスポットに潜入予定！

カリスマチューニング
～ランボルギーニ～

7/6［木］午後11:30～他
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“訳あり女性”にスポットをあて、
彼女たちの部屋をテリー伊藤が
実際に訪ね、その実態に迫ります。
#12 三十路女の悲しい性癖
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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、
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高橋しょう子

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お届け。高画
質で美しい女の子の姿が見どころです。
#79は、元グラビアアイドルで話題になっ
た「たかしょー」こと高橋しょう子が登場！
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Sweet Angel

7/14・28［金］深夜0:30～他
ON AIR

7/9・23［日］午後11:00～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。

7/1・15・29［土］午後11:00～他
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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！
＃20 政重ゆうき VS シルヴィー 後半戦
＃21 ヒラヤマン VS 青山りょう 前半戦
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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」を展開そして実
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7/8・22［土］午後11:30～他
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光れ！パチスロリーグ

5人のスロッターが1対1のパチス
ロ対戦でリーグ制覇を目指す！
リーグも終盤の第9戦、
銀太郎 VS 東城りおの対戦！
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下ほうか）はヤクザの組長・白石（白竜）
と弁護士の希美子（紗綾）と共に法と暴
力の狭間で正義の道を見いだしていく。
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ちょっとエッチなビジネス・ラブコメです。
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7/3［月］午後11:00～他
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報復への道

ヤクザの抗争事件に巻き込まれ最
愛の妻と息子を失った新崎（原田龍
二）は、平凡に暮らしてきた過去とは
真逆の世界で、復讐の鬼となり静か
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自分がヤクザの子だという事を恨んでいた
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寝返った徳田（小沢仁志）の因縁抗争が勃
発。抗争は激化し、ヤクザを嫌悪してた秀治
だったがその身に流れる極道の血が激戦
の渦へと巻き込んでいくのであった…。
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ランスを同年で制覇する偉業を成し遂げ
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れ絶望の中へ突き落とされた伝説のサ
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な人生を綴ったドキュメンタリー映画。

パンターニ 
海賊と呼ばれたサイクリスト
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7/9［日］午前11:00～他
〈4話連続〉

ON AIR 毎週［月］午後10:00～他
※7/3［月］スタート 

ON AIR

モンド麻雀プロリーグ17/18
第4回女流モンド杯　チャレンジマッチ 
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に2回戦を戦い、それぞれの合計ポイ
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女流麻雀界の未来を担うスターを
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いた新人女流雀士8名が「第15回
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モンド麻雀プロリーグ16/17
第13回モンド王座決定戦 

今、最も強い雀士は誰なのか！？ 
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！

夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2017

2006年より夕刊フジが主催する女
流雀士限定の麻雀タイトル戦！個人
戦で優勝した女流プロ雀士は、「第
4回女流モンドチャレンジマッチ」へ
の出場権が得られます。

Vシネマ

ニコニコ

麻雀チャンネル
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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）

モンド麻雀プロリーグ14/15 
  1日～ 第12回女流モンド杯 
15日～ 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・ブラック 光れ！パチスロリーグ
島田秀平の事故物件×心霊スポット 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
  1日～ 天才バカボン 
22日～ CASINO☆Grand Prix

2日- MONDO式 麻雀 
9日～ 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2017

石神秀幸の
決断！ラーメン旅 甦れ！古代発明

MONDOシアター
2日- ”シーズン2”スタートSP！

「CASINO☆Grand Prix」一
挙放送

（15:00～） 
MONDO シアター
ゲームセンターCX 
THE MOVIE 
1986 マイティボンジャック

9日-（11:00～）
★モンド麻雀プロリーグ17/18
第4回女流モンド
チャレンジマッチ

16日～
「最強馬券師決定戦！
  競馬バトルロイヤル」一挙放送

30日-（13:00～）
ダイアモンドAユカイの
The MONDO Times 総集編

（14:00～）
「モンド麻雀プロリーグ17/18 
第2回女流モンド新人戦」
一挙放送

The MONDO Times

モンド麻雀プロリーグ16/17 
1日-
第13回モンド王座決定戦
モンド麻雀プロリーグ17/18 
15日～ 第15回女流モンド杯

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

さすらいの
競馬ギャンブラー 2

光れ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ16/17 
2日-
第13回モンド王座決定戦
モンド麻雀プロリーグ17/18 
16日～ 第15回女流モンド杯

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！ラーメン開拓紀行

1日- MONDO式 麻雀 
8日～  夕刊フジ杯争奪  

麻雀女流リーグ2017

2日～ 天才バカボン 
23日～  
CASINO☆Grand Prix

カリスマチューニング
～ランボルギーニ～ ★真王伝説

1日～ テリー伊藤と訳あり女 
22日～ テリー伊藤の大人夜遊び

2日-  橋本マナミのお背中流しましょうか？ 
（総集編）

9日～ 島田秀平の事故物件×心霊スポット
★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 
1日- 第13回モンド王座決定戦
モンド麻雀プロリーグ17/18 
15日～ 第15回女流モンド杯

★常勝理論！

Sweet Angel

MONDOシアター
MONDO

アドレナリンシアター /
MONDOプライムシアター

  1日～ 女神降臨 EX 
29日～ 女神降臨（総集編）

2日～ テリー伊藤と訳あり女 
30日～ テリー伊藤の大人夜遊び

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 2日～
橋本マナミのお背中流しましょうか？ 
16日～ ラッパー“ACE”の世界をねらえ親爺同志（ゲスト編）

1日～ カリスマチューニング ～スーパーカー～
8日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ 

16日- パチスロ・バトル・ライヴ　　22日、29日- CASINO☆Grand Prix 
23日- 麻雀ミステリーツアー　　30日- ワンダーJAPAN TV  軍艦島SPECIAL

3日- 麻雀ミステリーツアー　　5日～ ヒロ三河の世界をフルボッコ　　17日～ コサキンのラジオごっこ
25日-（6:30～） ダイアモンドAユカイのThe MONDO Times　　26日～ ラッパー“ACE”の世界をねらえ　　31日～ 石神秀幸の決断！ラーメン旅

3日～ 守山塾　　10日～ 全開！パチスロリーグ　　24日～ 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 モンド麻雀プロリーグ16/17 
5日- 第13回モンド王座決定戦
モンド麻雀プロリーグ17/18 
12日～ 第15回女流モンド杯

守山塾 常勝理論！
MONDO

プライムシアター

モンド麻雀プロリーグ 至高の一局
4日～ 
ラッパー“ACE”の世界をねらえ 
25日～ CASINO☆Grand Prix

石神秀幸の決断！ラーメン旅 廃墟の休日
5日- モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション 
12日～ コサキンのラジオごっこ 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
3日～ 吼えろ！パチスロリーグ　　11日～ ガールズパチンコリーグ

3日～ 中川家礼二の鉄活　　19日～ ワンダーJAPAN TV

モンド麻雀プロリーグ16/17 
  3日～ 第1回モンド杯チャレンジマッチ 
  6日～ 第17回モンド杯 
28日～ 第11回名人戦

光れ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ16/17 
4日～
第13回モンド王座決定戦
モンド麻雀プロリーグ17/18 
18日～第15回女流モンド杯

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～

6日～  ラジコン・ドリフト・
マスターズ

27日～ 
CASINO☆Grand Prix

石神秀幸の
決断！ラーメン旅 親爺同志（総集編） カリスマチューニング

～スーパーカー～

MONDOシアター / MONDOプライムシアター 
 

※モンド麻雀プロリーグ17/18 
13日、14日 第2回女流モンド新人戦 

17日～20日 第4回女流モンド チャレンジマッチ

3日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル　　10日～ JK ミステリ 巡礼

モンド麻雀プロリーグ12/13 
  3日～ 第10回女流モンド杯 
11日～ 第13回モンド杯

親爺同志

3日～ ”シーズン2”スタートSP！「CASINO☆Grand Prix」一挙放送　　6日- The MONDO Times 総集編 
7日- カリスマチューニング ～ポルシェ～ 総集編　/　（19:30～）カリスマチューニング ～スーパーカー～ 総集編 
10日～ 「石神秀幸の決断！ラーメン旅」一挙放送　　17日～ 「最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル」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 

7日-
第13回モンド王座決定戦
モンド麻雀プロリーグ17/18 
14日～ 第15回女流モンド杯

JK ミステリ 巡礼 6日～ 中川家礼二の鉄活 
27日- 
パチスロ・バトル・ライヴ

3日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2 
17日～ 
The MONDO Times（特別編）

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   4日～ 「ラジコン・ドリフト・マスターズ」一挙放送 
  6日～ ★モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回女流モンド新人戦 
11日～ 「モンド麻雀プロリーグ17/18 第4回女流モンド チャレンジマッチ」一挙放送 
18日～ 「カリスマチューニング ～スーパーカー～」一挙放送 
25日～ 「コサキンのラジオごっこ」一挙放送

★夕刊フジ杯争奪 
麻雀女流リーグ2017

★MONDOシアター
★モンド麻雀プロリーグ16/17 
4日- 第13回モンド王座決定戦 
★モンド麻雀プロリーグ17/18 
11日～ 第15回女流モンド杯

★廃墟の休日 ★カリスマチューニング
～ランボルギーニ～

7日～ 親爺同志（総集編） 
21日～ ★テリー伊藤の大人夜遊び

5日～ ★天才バカボン 
19日- 麻雀ミステリーツアー 
26日-  ワンダーJAPAN TV   

軍艦島SPECIAL

6日～ ★テリー伊藤と訳あり女 
20日～（～0:30） 
★CASINO☆Grand Prix

★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 2

6日、13日-
Sweet Angel（総集編） 女神降臨 EX

テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査

島田秀平の
事故物件×心霊スポット

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 夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2017 ★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 
25日～ テリー伊藤の大人夜遊び

5日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ 
26日～ 女神降臨（総集編） 廃墟の休日

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 
 

※モンド麻雀プロリーグ17/18 
20日、21日 第2回女流モンド新人戦 

24日～27日 第4回女流モンド チャレンジマッチ
漂流少女 2

4日～ ”シーズン2”スタートSP！「CASINO☆Grand Prix」一挙放送 
7日- カリスマチューニング ～ポルシェ～ 総集編 / （5:30～）カリスマチューニング ～スーパーカー～ 総集編 

10日～ 「石神秀幸の決断！ラーメン旅」一挙放送　　17日～ 「最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル」一挙放送

MON    3.10.17.24.31 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

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

MONDO TV TIMETABLE  2017 July

※2017年7月3日（月）25:00～7月4日（火）7:00　メンテナンスのため放送休止


