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オトコを満たす

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5シーズン遂に開幕!!

ON AIR 10/7・21［土］午後11:00～他
ガールズパチンコリーグ・クリスタル
収支によるポイントの他、カードを引いて決まるボーナスポイントも！
総当たり戦10戦後の収支ポイントと勝敗ポイントで上位2名で決勝戦を行い、優勝者を決める。
＃1は、リーグ出場者全員によるオープニングマッチの模様をお届け。

るる
（パチンコ攻略マガジン）

なるみん
（パチンコ必勝本CLIMAX）

政重ゆうき
（パチンコオリジナル実戦術CLIMAX）

ヒラヤマン
（パチンコ必勝本CLIMAX）

かおりっきぃ☆
（パチンコ必勝ガイド）
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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 October | 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。

アイドル
IdolPachi&Pachi-slotパチ&スロ

エンタメ Entertainment

エンタメ Entertainment

パチ&スロ
Pachi&Pachi-slot

※10/31［火］スタート ＜4話連続＞

10/23［月］午後11:00～他
ON AIR

アフロ田中

累計500万部、不測の大ヒット漫画
が超無謀キャストで完全映画化！
日本映画史に燦然と輝く 笑って泣
ける異色ラブコメディ！！

タイトロープ
～アウトサイダーという生き方～

前田日明プロデュースの総合格闘
技大会“THE　OUTSIDER”に関わる
男たちを描いた話題作！

ACACIA －アカシア－

10/14・28［土］午後11:30～ 他
ON AIR

おいで！パチスロリーグ

5人のスロッターが「勝負にこだわ
り」、「収支にこだわり」1対1のマッ
チプレー方式のパチスロ対戦で
リーグ制覇を目指す！
＃4 トニー vs 青山りょう（後半戦）
＃5 嵐 vs 倖田柚希（前半戦）

V-cinemaMONDO
アドレナリンシアター

麻雀 Mah-jong

10/29［日］午前11:00～他ON AIR毎週［火］午後11:00～他ON AIR

モンド麻雀プロリーグ17/18
第2回モンド杯チャレンジマッチ

『MONDO TV 麻雀プロリ－グ』の三
タイトルのひとつ「モンド杯」への出
場権を得るために、8名の若手雀士
が2戦のスプリント勝負に挑み、己
の持てるすべてをかけて戦う！

モンド麻雀プロリーグ17/18
第15回女流モンド杯 ＃13～16

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！
遂に決勝対局、今シーズンの女王が決定！

小島武夫レジェンドマッチ

麻雀界の生きる伝説、”ミスター麻
雀“こと小島武夫が麻雀強豪著名
人たちと対局する特別番組！
＃3 モンド杯レジェンド編
小島武夫 ×滝沢和典×佐々木寿人
×井出康平 

モンド麻雀プロリーグ17/18
第18回モンド杯 ＃1

実力ある若手プロ雀士たちの真剣勝
負！！『第2回モンド杯チャレンジマッ
チ』で勝ち上がった2名と、『第2回モ
ンド新人戦』優勝者1名の計3名が出
場！果たして優勝者はいったい誰だ！？

毎週［日］午後10:00～
ON AIR

真王伝説

松本バッチ、神谷玲子が
「自腹実戦バトル」を繰り広げる！
〈出演〉松本バッチ、神谷玲子

リベンジポルノ燃えよ！じじぃドラゴン 龍虎激闘

Vシネマ

毎週［金］深夜0:00～ON AIR

10/2［月］午後11:00～他ON AIR 10/9［月］午後11:00～他ON AIR
香港のアカデミー賞と言われる第30
回香港電影金像奨で作品・助演男優・
助演女優・音楽賞の4部門を受賞。
第23回東京国際映画祭・アジアの風
部門（映画祭題名：『シニアドラゴン 
龍虎激闘』）でも上映された話題作。

10/7［土］午後7:00～他ON AIR

手軽な恋の代償はあまりにも大きす
ぎた。男の逆鱗に触れてしまった女
は、その裸体を世界中に晒されてし
まう。インターネット社会が生んだ、
危険な愛の復讐劇、リベンジポルノ
に鋭く切り込む！

10/6［金］深夜1:00～他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）

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル2

10/13・27［金］午後11:30～他
ON AIR

10/12・26［木］午後11:30～他
ON AIR

CASINO☆Grand Prix

今、話題のカジノやポーカーの奥深
い世界をMONDO TV独自の視点で
お届け！
＃10 3回大会予選3
＃11 3回大会決勝

毎週［火］深夜0:30～他
ON AIR

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［木］午後11:00～他ON AIR

イジリー・春日の
美人妻いただきます

夫の居ぬ間、妻たちのマル秘行動をイジ
リー岡田とオードリー春日がチェック！お
色気番組のMCで定評のあるイジリー岡
田と、スポーツマンとしても活躍を見せる
オードリーの春日俊彰。異色のコンビが繰
り広げるセクシーバラエティ番組です。

毎週［火］午後11:00～他ON AIR 10/6［金］午後9:30～他ON AIR

名車の殿堂
ザ・クラシックカーSHOW

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！！
＃9 ビュイック ルセイバー西海岸を行く
＃10 007とボンドカーの世界
＃11 80年代の申し子：フェラーリ・テスタロッサ
＃12 幻の名車　ジェンセン インターセプター

毎週［水］午後11:30～他ON AIR

Vシネマ V-cinema
MONDOシアター

10/11・25［水］午後11:00～他
ON AIR

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！

テリー伊藤と訳あり女

10/13・27［金］午後11:00～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！
＃13 経験数3000人超えの女
＃14 人気女性AV監督

10/1・15・29［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。

10/8・22［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。

10/6・20［金］深夜0:30～他
ON AIR

リアル猫娘こと、Iカップアイドルの
青山ひかるちゃん、セクシーレース
クイーン、平成のサトエリこと佐藤
衣里子ちゃんが登場！

女神降臨

ケンとメリー
★雨あがりの夜空に★

竹中直人・北乃きい 凸凹コンビが
織りなす義理と人情の痛快爆笑
ムービー
深作健太監督のオールマレーシア
ロケ敢行 アジア版『トラック野郎』！！

10/16［月］午後11:00～他ON AIR

#143
青山ひかる

#144
佐藤衣里子

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！

ニコニコ

麻雀チャンネル

アントニオ猪木　初主演、　仁成監
督の超注目作！
誰も見たことのないアントニオ猪木
が見る人の胸を大きく揺さぶる。

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。
＃19 第10戦 弥永明郎VS　三蔵（前）
＃20 第10戦 弥永明郎VS　三蔵（後）

V-cinemaMONDO
プライムシアター

Vシネマ



番組・ご視聴に関するお問い合わせは…
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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。

アイドル
IdolPachi&Pachi-slotパチ&スロ

エンタメ Entertainment

エンタメ Entertainment

パチ&スロ
Pachi&Pachi-slot

※10/31［火］スタート ＜4話連続＞

10/23［月］午後11:00～他
ON AIR

アフロ田中

累計500万部、不測の大ヒット漫画
が超無謀キャストで完全映画化！
日本映画史に燦然と輝く 笑って泣
ける異色ラブコメディ！！

タイトロープ
～アウトサイダーという生き方～

前田日明プロデュースの総合格闘
技大会“THE　OUTSIDER”に関わる
男たちを描いた話題作！

ACACIA －アカシア－

10/14・28［土］午後11:30～ 他
ON AIR

おいで！パチスロリーグ

5人のスロッターが「勝負にこだわ
り」、「収支にこだわり」1対1のマッ
チプレー方式のパチスロ対戦で
リーグ制覇を目指す！
＃4 トニー vs 青山りょう（後半戦）
＃5 嵐 vs 倖田柚希（前半戦）

V-cinemaMONDO
アドレナリンシアター

麻雀 Mah-jong

10/29［日］午前11:00～他ON AIR毎週［火］午後11:00～他ON AIR

モンド麻雀プロリーグ17/18
第2回モンド杯チャレンジマッチ

『MONDO TV 麻雀プロリ－グ』の三
タイトルのひとつ「モンド杯」への出
場権を得るために、8名の若手雀士
が2戦のスプリント勝負に挑み、己
の持てるすべてをかけて戦う！

モンド麻雀プロリーグ17/18
第15回女流モンド杯 ＃13～16

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！
遂に決勝対局、今シーズンの女王が決定！

小島武夫レジェンドマッチ

麻雀界の生きる伝説、”ミスター麻
雀“こと小島武夫が麻雀強豪著名
人たちと対局する特別番組！
＃3 モンド杯レジェンド編
小島武夫 ×滝沢和典×佐々木寿人
×井出康平 

モンド麻雀プロリーグ17/18
第18回モンド杯 ＃1

実力ある若手プロ雀士たちの真剣勝
負！！『第2回モンド杯チャレンジマッ
チ』で勝ち上がった2名と、『第2回モ
ンド新人戦』優勝者1名の計3名が出
場！果たして優勝者はいったい誰だ！？

毎週［日］午後10:00～
ON AIR

真王伝説

松本バッチ、神谷玲子が
「自腹実戦バトル」を繰り広げる！
〈出演〉松本バッチ、神谷玲子

リベンジポルノ燃えよ！じじぃドラゴン 龍虎激闘

Vシネマ

毎週［金］深夜0:00～ON AIR

10/2［月］午後11:00～他ON AIR 10/9［月］午後11:00～他ON AIR
香港のアカデミー賞と言われる第30
回香港電影金像奨で作品・助演男優・
助演女優・音楽賞の4部門を受賞。
第23回東京国際映画祭・アジアの風
部門（映画祭題名：『シニアドラゴン 
龍虎激闘』）でも上映された話題作。

10/7［土］午後7:00～他ON AIR

手軽な恋の代償はあまりにも大きす
ぎた。男の逆鱗に触れてしまった女
は、その裸体を世界中に晒されてし
まう。インターネット社会が生んだ、
危険な愛の復讐劇、リベンジポルノ
に鋭く切り込む！

10/6［金］深夜1:00～他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）

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル2

10/13・27［金］午後11:30～他
ON AIR

10/12・26［木］午後11:30～他
ON AIR

CASINO☆Grand Prix

今、話題のカジノやポーカーの奥深
い世界をMONDO TV独自の視点で
お届け！
＃10 3回大会予選3
＃11 3回大会決勝

毎週［火］深夜0:30～他
ON AIR

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［木］午後11:00～他ON AIR

イジリー・春日の
美人妻いただきます

夫の居ぬ間、妻たちのマル秘行動をイジ
リー岡田とオードリー春日がチェック！お
色気番組のMCで定評のあるイジリー岡
田と、スポーツマンとしても活躍を見せる
オードリーの春日俊彰。異色のコンビが繰
り広げるセクシーバラエティ番組です。

毎週［火］午後11:00～他ON AIR 10/6［金］午後9:30～他ON AIR

名車の殿堂
ザ・クラシックカーSHOW

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！！
＃9 ビュイック ルセイバー西海岸を行く
＃10 007とボンドカーの世界
＃11 80年代の申し子：フェラーリ・テスタロッサ
＃12 幻の名車　ジェンセン インターセプター

毎週［水］午後11:30～他ON AIR

Vシネマ V-cinema
MONDOシアター

10/11・25［水］午後11:00～他
ON AIR

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！

テリー伊藤と訳あり女

10/13・27［金］午後11:00～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！
＃13 経験数3000人超えの女
＃14 人気女性AV監督

10/1・15・29［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。

10/8・22［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。

10/6・20［金］深夜0:30～他
ON AIR

リアル猫娘こと、Iカップアイドルの
青山ひかるちゃん、セクシーレース
クイーン、平成のサトエリこと佐藤
衣里子ちゃんが登場！

女神降臨

ケンとメリー
★雨あがりの夜空に★

竹中直人・北乃きい 凸凹コンビが
織りなす義理と人情の痛快爆笑
ムービー
深作健太監督のオールマレーシア
ロケ敢行 アジア版『トラック野郎』！！

10/16［月］午後11:00～他ON AIR

#143
青山ひかる

#144
佐藤衣里子

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！

ニコニコ

麻雀チャンネル

アントニオ猪木　初主演、　仁成監
督の超注目作！
誰も見たことのないアントニオ猪木
が見る人の胸を大きく揺さぶる。

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。
＃19 第10戦 弥永明郎VS　三蔵（前）
＃20 第10戦 弥永明郎VS　三蔵（後）

V-cinemaMONDO
プライムシアター

Vシネマ
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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9回名人戦

守山塾 常勝理論！
7日- ガールズパチンコリーグ・ブラック 
14日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル おいで！パチスロリーグ

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
石神秀幸の決断！ラーメン旅 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

名車の殿堂 
ザ・クラシックカーSHOW

1日～ 
カリスマチューニング 
～ランボルギーニ～ 
22日- パチスロ・バトル・ライヴ

7日- 小島武夫レジェンドマッチ 
 
モンド麻雀プロリーグ17/18 
14日～ 第2回モンド新人戦 
 
28日- MONDOシアター

1日～ 
「ガールズパチンコリーグ・
ブラック」一挙放送
8日- (15:00～)
MONDOシアター
スティーヴ・オースティン 
復讐者
15日～ 

「全開！パチスロリーグ」
一挙放送
29日- (11:00～)
★モンド麻雀プロリーグ
17/18
第2回モンド杯チャレンジ
マッチ       

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 
～スーパーカー～

守山塾

7日- ガールズパチンコリーグ・ブラック 
14日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル

玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

おいで！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！

7日、21日- 
★MONDO
プライムシアター 
14日、28日- 
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 廃墟の休日

夕刊フジ杯争奪 
麻雀女流リーグ2017 CASINO☆Grand Prix

イジリー・春日の
美人妻いただきます ★真王伝説

7日- テリー伊藤の大人夜遊び 
14日～ テリー伊藤と訳あり女 島田秀平の恐怖世界

★ガールズ
パチンコリーグ・クリスタル

★守山塾
★おいで！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！

女神降臨

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

女神降臨(総集編) 8日- テリー伊藤の大人夜遊び 
15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

イジリー・春日の
美人妻いただきます

女神降臨 1日～ 廃墟の休日 
22日～ あしたのジョー島田秀平の恐怖世界

CASINO☆Grand Prix 名車の殿堂 
ザ・クラシックカーSHOW

2日～ 甦れ！古代発明　　5日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル　　
20日～ カリスマチューニング ～ポルシェ～　　30日～ JK ミステリ 巡礼

2日～ 常勝理論！　　9日～ ガールズパチンコリーグ　　24日～ 守山塾
2日- ガールズパチンコリーグ・ブラック 
9日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル おいで！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！2日～ 小島武夫レジェンドマッチ 
モンド麻雀プロリーグ17/18 
16日～ 第2回モンド新人戦 
30日～ 
第2回モンド杯チャレンジマッチ

3日～ モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション 
24日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2

CASINO☆Grand Prix 石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行 コサキンのラジオごっこ
4日- コサキンのラジオごっこ 
11日～ 廃墟の休日 カリスマチューニング ～ポルシェ～ ワンダーJAPAN TV親爺同志 JK ミステリ 巡礼 4日～ カリスマチューニング ～ランボルギーニ～ 
25日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2

2日～ ガールズパチンコリーグ・ゴールド　　9日～ 光れ！パチスロリーグ

2日～ 常勝理論！　　16日～ ガールズパチンコリーグ・ブラック

モンド21麻雀プロリーグ09/10 
2日～ 第10回モンド21杯 

10日～ 第4回名人戦

おいで！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！
26日- ガールズパチンコリーグ・ブラック 
12日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル

守山塾
2日- ラジコン・ドリフト・マスターズ 
9日～ カリスマチューニング ～ポルシェ～

CASINO☆Grand Prix
石神秀幸の決断！
ラーメン開拓紀行 コサキンのラジオごっこ 廃墟の休日

MONDOシアター / MONDOプライムシアター 
 

※9日- ミスター麻雀 小島武夫の足跡 / (16:00～)The MONDO Times 
10日～12日- 小島武夫レジェンドマッチ

2日～ 情熱！パチスロリーグ　　10日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト

モンド麻雀プロリーグ13/14 
2日～ 第14回モンド杯 
13日～ 第8回名人戦

2日～ ガールズパチンコリーグ　　4日～ 吼えろ！パチスロリーグ

2日～ 「ガールズパチンコリーグ・ブラック」一挙放送　　12日、13日～ ほんとにあった心霊写真
16日～ 「全開！パチスロリーグ」一挙放送　　30日～ ラッパー“ACE”の世界をねらえ

常勝理論！ 守山塾
4日- ガールズパチンコリーグ・ブラック 
11日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル おいで！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
甦れ！古代発明

名車の殿堂 
ザ・クラシックカーSHOW

島田秀平の恐怖世界 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

イジリー・春日の
美人妻いただきます

3日- MONDOプライムシアター スティーヴ・オースティン S.W.A.T　　
4日～ 「モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション」一挙放送　　
6日- ★小島武夫レジェンドマッチ 
10日～12日、17日～19日、24日、25日- 「光れ！パチスロリーグ」一挙放送　　
13日、20日- ★モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド新人戦 
26日- MONDOシアター 民暴　　
27日- MONDOシアター 民暴2　　
31日～ 「モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド杯チャレンジマッチ」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 
3日～ 第15回女流モンド杯
31日～ 第18回モンド杯

★コサキンのラジオごっこ ★イジリー・春日の
美人妻いただきます

6日- ★テリー伊藤の大人夜遊び 
13日～ テリー伊藤と訳あり女

★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

JK ミステリ 巡礼 ★島田秀平の恐怖世界 ラジコン・ドリフト・
マスターズ

橋本マナミの
お背中流しましょうか？ ★女神降臨

2日- ガールズパチンコリーグ・ブラック 
9日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル

常勝理論！ 守山塾 夕刊フジ杯争奪 
麻雀女流リーグ2017

6日、20日- 
★MONDO
アドレナリンシアター 
13日、27日- 
★稲川淳二 恐怖の現場

おいで！パチスロリーグ

女神降臨 3日～ テリー伊藤の大人夜遊び 
17日～ テリー伊藤と訳あり女

イジリー・春日の
美人妻いただきます 島田秀平の恐怖世界

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 
 

※23日- ミスター麻雀 小島武夫の足跡 / (4:00～)女神降臨 
24日～26日- 小島武夫レジェンドマッチ

2日～ JK ミステリ 巡礼　　5日～ テリー伊藤の大人夜遊び
2日～ 「ガールズパチンコリーグ・ブラック」一挙放送　　12日、13日～ ほんとにあった心霊写真　　

16日～ 「全開！パチスロリーグ」一挙放送　　30日～ ラッパー“ACE”の世界をねらえ

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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