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オトコを満たす

世界的大ヒット！あの「PPAP」ピコ太郎のプロデューサーである
古坂大魔王がゲストで登場！

ON AIR 8/16・30［水］午後11:00～他

コサキンのラジオごっこ
番組の舞台はラジオ。番組では視聴者から投稿されたコサキンに見せたい写真ネタ、コサキンの後輩や関係者から届いた写真などなど、
写真をもとに二人がトーク！
今回は、番組初ゲストとして、ピコ太郎のプロデューサーである古坂大魔王がゲストで登場！



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

エンタメ Entertainment

アイドル Idol

麻雀
Mah-jong

ラグジュアリーで魅力的なクラシックカー
の世界にアクセル全開でお連れします。
＃1 フォード・マスタング モダンVSクラシック
＃2 華麗なるロールス・ロイス
＃3 名レーサーを生んだ車 メルセデス・ベンツ190E
＃4 イギリスが誇るレンジローバー

名車の殿堂
ザ・クラシックカーSHOW

毎週［水］午後11:30～他
※8/9［水］スタート

ON AIR

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル2

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！

8/11・25［金］深夜0:30～他
ON AIR

週刊プレイボーイ2017年くびれ番
付で、東西横綱を獲った鈴木ふみ
奈、川崎あやが登場！
＃139 鈴木ふみ奈
＃140 川崎あや

8/4・18［金］午後11:30～他
ON AIR

競馬専門新聞の名物記者などから
最強馬券師を決めるリーグ戦。
＃14 第7戦 弥永明郎VS若原隆宏（後）
＃15 第8戦 斎藤修VS鈴木ショータ（前）

女神降臨

8/2［水］午後11:30～他
ON AIR

毎年「としまえん」で行われるグラビ
アアイドルが30名ほど集合する大撮
影会の模様をお届け。イベントの模
様を始め、控室での裏側の様子、イ
ンタビューも交えてお届けします。

女神降臨 in ビジュアル
クイーン撮影会

毎週［火］午後11:00～他
ON AIR

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真剣対局番組。
総勢12名の女流雀士によるプライド
をかけた熱い対局を放送！

モンド麻雀プロリーグ17/18
第15回女流モンド杯＃4～8 

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

8/6・20［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。

8/12・26［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！
＃23、24 かおりっきぃ☆ VS シルヴィー
 　 　 　 前後半戦

8/13・27［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。

8/5・19［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！
ついにリーグ最終戦、
嵐 VS 河原みのりの対戦！
＃23、24 嵐 VS 河原みのり
　　　 　前後半戦

モンド怪奇特集－恐夏－

モンド怪奇特集－恐夏－ V-cinema
MONDOシアター

村の男たちに虐げられ焼き殺され
た女子学生。彼女が産み落として
いた女の子が旧道のトンネルに現
れる「マッチ売りの少女」 として甦
り…。

マッチ売りの殺人少女

呪縛の解けない怨念たち…大人気
ホラーサイトに寄せられた、怨念だ
らけの恐怖写真を一挙解禁。 絶叫
せよ！これが本当の心霊写真だ！

ほんとにあった心霊写真
シリーズ

8/6［日］深夜1:30～他
ON AIR

ゾンビーバー

ビーバーとゾンビが融合したパニッ
クホラー！
キャンプ場で遊ぶ若者たちを極限
の恐怖が襲う！！

8/20［日］深夜1:30～他
ON AIR

アイス・ジョーズ

サメ・パニック映画の新境地！
雪の中を泳ぎまわり平和なスキー
場を地獄に変える恐怖のスノー・
シャーク映画！

数々の恐怖体験を知るストーリーテ
ラー島田秀平が女性アイドル達ととも
に、「絶対に行ってはいけない」恐怖の
心霊スポットで「絶対にやってはいけな
い」危険な恐怖儀式を執り行ったとき…
島田たちを究極の恐怖が襲いかかる！

島田秀平の恐怖世界

毎週［火］深夜0:30～他
※8/15（火）スタート

ON AIR

AKB48、乃木坂46メンバーと恐怖の都市伝説がコラボした
ホラー映画シリーズ。

エクステ娘 劇場版
デスブログ 劇場版
死の実況中継 劇場版
こっくりさん 劇場版 新都市伝説

8/7・14・21・28［月］午後11:00～他ON AIR

8/24・31［木］午後11:00～他ON AIR

イジリー・春日の
美人妻いただきます

お色気番組のMCで定評のあるイ
ジリー岡田と、オードリー春日の異
色のコンビが繰り広げるセクシーバ
ラエティ番組。大の熟女好きを公言
する春日とイジリーが、知られざる
美人妻の秘密を暴いていきます。

8/4・18［金］午後11:00～他
ON AIR

8/3・17・31［木］午後11:30～他
ON AIR

テリー伊藤の大人夜遊び

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！
＃14 京美人たちとの乱れた夜
＃15 金沢編（仮）

8/10［木］午後11:00～他
ON AIR

カリスマチューニング
～ランボルギーニ～

世界から注目されるカリスマチュー
ナーに密着！ランボルギーニにド派
手カスタムで注目される、アウト
ロー諸星伸一を追う！
＃6 世界初！レーザー光線カスタム

8/4・18［金］深夜1:00～他ON AIR

8/15［火］午後9:30～他ON AIR8/11［金］深夜1:00～他ON AIR

稲川淳二 恐怖の現場

怪談の語り部として有名な稲川淳
二が、実際にいわくつきの心霊ス
ポットにグラビアアイドルと赴き、
取材ロケを敢行し心霊現象などの
検証を行うホラードキュメンタリー
シリーズ。

CASINO☆Grand Prix

今話題となっているカジノやポー
カーの奥深い世界をMONDO独自
の視点でお届けする番組。
今月は、第2回大会予選から準決
勝・決勝までをお届け。

毎週［金］深夜0:00～ON AIR

まりもと寺井一択の
最強！ちぇり～ぼ～いず

パチスロ必勝ガイドライターまりもと、
スクープTV寺井一択が奇跡の初コラボ！
Hカップグラビアアイドル鈴音からのご
褒美タイムを賭けて自腹パチスロ実戦！
〈出演〉まりも（パチスロ必勝ガイド）、寺
井一択（スクープTV）、鈴音（ムテキTV）

ニコニコ

麻雀チャンネル

V-cinema
MONDOアドレナリンシアター

Cinema
MONDOプライムシアター

#140
川崎あや

#139
鈴木ふみ奈
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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 
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
5日- 島田秀平の事故物件×心霊スポット
12日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2
5日～ カリスマチューニング ～ランボルギーニ～
26日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ

6日～ 廃墟の休日
20日～ コサキンのラジオごっこ

CASINO☆Grand Prix 夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2017

5日-  ワンダーJAPAN TV  
軍艦島SPECIAL

12日～  名車の殿堂 ザ・クラ
シックカーSHOW

6日～ 甦れ！古代発明 
20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17/18 
5日～  第2回女流モンド 

新人戦
19日～  第4回女流モンド杯

チャレンジマッチ

6日～ 「ガールズパチンコ
リーグ・ホワイト」一挙放送

20日- (13:00～)
「パチンコ激闘伝！
実戦守山塾 パチンコ実戦バ
トル！守山塾杯」
一挙放送

27日-
 「カリスマチューニング ～
ランボルギーニ～」一挙放送
(15:00～)
ダイアモンドユカイの
The MONDO Times
総集編
(16:00～)
麻雀 BATTLE ROYAL
特別解説SP

The MONDO Times

モンド麻雀プロリーグ
17/18 

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

17/18 
第15回女流モンド杯常勝理論！

MONDOシアター / 
稲川淳二 恐怖の現場 MONDOシアター

ダイアモンドユカイの
The MONDO Times

石神秀幸の
決断！ラーメン開拓紀行

夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2017 CASINO☆Grand Prix

5日～  カリスマチューニング 
～ランボルギーニ～

26日～ イジリー・春日の美人妻いただきます
★真王伝説

テリー伊藤の大人夜遊び 6日～ 島田秀平の事故物件×心霊スポット 
20日～ 島田秀平の恐怖世界

★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
17/18 

第15回女流モンド杯

★常勝理論！

6日- Sweet Angel 
13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

女神降臨（総集編） 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

6日～  カリスマチューニング 
～ランボルギーニ～

27日～ イジリー・春日の美人妻いただきます
5日- Sweet Angel　12日～ 女神降臨

漂流少女5日～ 親爺同志（ゲスト編）
19日～ 島田秀平の恐怖世界

CASINO☆Grand Prix 6日- 女神降臨 in ビジュアルクイーン撮影会 
13日～ 名車の殿堂 ザ・クラシックカーSHOW

1日～ 石神秀幸の決断！ラーメン旅　　7日～ モンド麻雀プロリーグ 至高の一局　　14日～ モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション 
17日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2　　25日-（6:30～） The MONDO Times　　28日～ ダイアモンドユカイのThe MONDO Times

1日～ 常勝理論！　　7日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト　　22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17/18 

第15回女流モンド杯
守山塾 常勝理論！

モンド麻雀プロリーグ17/18 
7日～ 第2回女流モンド新人戦 
21日～ 第4回女流モンド杯チャレンジマッチ

モンド麻雀プロリーグ 至高の一局

CASINO☆Grand Prix
3日- 石神秀幸の決断！ラーメン旅
10日～ 石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行

4日～ 廃墟の休日
18日～ コサキンのラジオごっこ

コサキンのラジオごっこ 3日～ 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ
17日～ カリスマチューニング ～ポルシェ～ ダイアモンドユカイの

The MONDO Times親爺同志 1日～ 甦れ！古代発明
29日- The MONDO Times ラジコン・ドリフト・マスターズ 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　　10日～ 情熱！パチスロリーグ

1日～ ワンダーJAPAN TV　　7日～ 常勝理論！　　21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16/17 
1日～ 第11回名人戦 

21日～ 第13回モンド王座決定戦 
 

モンド21麻雀プロリーグ09/10 
25日～ 第7回女流モンド21杯

光れ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ17/18 
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
7日～ カリスマチューニング ～ランボルギーニ～ 
28日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ

CASINO☆Grand Prix
石神秀幸の決断！ラーメン旅 2日～ 親爺同志 

23日～ コサキンのラジオごっこ
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

ガールズパチンコリーグ・ゴールド

モンド麻雀プロリーグ12/13 
1日- 第13回モンド杯　2日～ 第7回名人戦　24日～ 第9回モンド王座決定戦 

モンド麻雀プロリーグ13/14 
30日～ 第11回女流モンド杯

1日～ 親爺同志　　7日～ 全開！パチスロリーグ

1日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 総集編　　2日～ 「MONDO式 麻雀」一挙放送 
7日～ 「ガールズパチンコリーグ・ホワイト」一挙放送　　22日～ 「パチンコ激闘伝！実戦守山塾 パチンコ実戦バトル！守山塾杯」一挙放送 

28日～ 「カリスマチューニング ～ランボルギーニ～」一挙放送　　31日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 総集編

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
17/18 

第15回女流モンド杯

2日～ JK ミステリ 巡礼 
23日～  ダイアモンドユカイの

The MONDO Times
3日- 麻雀ミステリーツアー 
10日～  名車の殿堂 ザ・クラ

シックカーSHOW7日～  The MONDO Times 
（特別編）

21日～ 島田秀平の恐怖世界

1日～  カリスマチューニング 
～ランボルギーニ～

22日～ 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
7日～ 廃墟の休日 
21日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 
28日～ イジリー・春日の美人妻いただきます

1日- 「コサキンのラジオごっこ」一挙放送 / (22:00～)カリスマチューニング ～ポルシェ～ 総集編 / 
 (22:30～)カリスマチューニング ～スーパーカー～ 総集編

2日- MONDOプライムシアター ウィークエンド・チャンピオン～モンテカルロ 1971～ /3日-（～23:30） MONDOプライムシアター 
ロード／デスティニー・オブ・TTライダー/4日- MONDOシアター 報復への道 

モンド怪奇特集-恐夏- 
「MONDOシアター ホラーSP」　8日- 伝染る物語 ～KADOKAWA怪談実話～ 1 / 9日- 伝染る物語 ～KADOKAWA怪談実話～ 2 

/ 10日- サーダカー / 11日- トーク・トゥ・ザ・デッド 
15日～ 「ほんとにあった心霊写真」一挙放送 / (22:30～)「島田秀平の事故物件×心霊スポット 」一挙放送 

24日、25日- 「稲川淳二 恐怖の現場」　29日～ 「JK ミステリ 巡礼」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

17/18 
第15回女流モンド杯

2日～ ★廃墟の休日 
16日～  ★コサキンのラジオごっこ

10日～ ★カリスマチューニング ～ランボルギーニ～ 
24日～ ★イジリー・春日の美人妻いただきます ★テリー伊藤の大人夜遊び

2日-  ★女神降臨 in 
ビジュアルクイーン撮影会

9日～  ★名車の殿堂 
ザ・クラシックカーSHOW

★CASINO☆Grand Prix

★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 2
★まりもと寺井一択の
最強!ちぇり～ぼ～いず

テリー伊藤の
TOKYO潜入捜査

1日～ 島田秀平の事故物件×心霊スポット 
15日～ ★島田秀平の恐怖世界

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

4日- Sweet Angel 
11日～ ★女神降臨

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 /
★稲川淳二 恐怖の現場

光れ！パチスロリーグ

7日- Sweet Angel 
14日～ 女神降臨 テリー伊藤の大人夜遊び 2日～ Sweet Angel（総集編） 

30日～ イジリー・春日の美人妻いただきます
3日～ 廃墟の休日 
17日～ 島田秀平の恐怖世界

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 
 

※18日-（～4:00） 女神降臨 in ビジュアルクイーン撮影会 
※21日、22日- 稲川淳二 恐怖の現場

1日～ テリー伊藤と訳あり女　　22日～ 橋本マナミのお背中流しましょうか？
1日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 総集編　2日～ 「MONDO式 麻雀」一挙放送 

7日～ 「ガールズパチンコリーグ・ホワイト」一挙放送　22日～ 「パチンコ激闘伝！実戦守山塾 パチンコ実戦バトル！守山塾杯」一挙放送 
28日～ 「カリスマチューニング ～ランボルギーニ～」一挙放送　31日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 総集編

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