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オトコを満たす

今年も超豪華ゲストが参戦！夢の麻雀オールスターゲームを生中継!!

ON AIR 11/12［日］午前10:00～20:00（最大延長21:00）
『モンド麻雀プロリーグ』 の3リーグから選抜された人気と実力を兼ね備えたプロ雀士各4名ずつ計12名と、各業界の雀豪著名人4名、
合計4チーム16名による夢の雀宴オールスターゲーム 『麻雀BATTLE ROYAL』。
生放送ならではの臨場感、先の読めない展開は、麻雀ファン必見！今年も10時間生放送でたっぷりとお届けします。

※画像は前回実施分

112017

麻雀 BATTLE ROYAL 生放送スペシャル！

【バトルロイヤルチーム】
先鋒：ワッキ―（芸人）　
次鋒：青木さやか（タレント）
副将：金子昇（俳優）   
大将：亀田大毅（元プロボクサー）

【女流モンド杯チーム】
先鋒：二階堂亜樹 次鋒：黒沢咲
副将：高宮まり 大将：和久津晶

【モンド杯チーム】
先鋒：井出康平 次鋒：村上淳
副将：小林剛 大将：佐々木寿人

【名人戦チーム】
先鋒：近藤誠一 次鋒：伊藤優孝
副将：金子正輝 大将：森山茂和



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
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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
Idol

エンタメ Entertainment

エンタメ Entertainment Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

11/4［土］午後7:00～他
ON AIR

11/18［土］午後7:00～他
ON AIR

ロンドン・ヒート

ド派手なガンファイト＆最高にスリリ
ングなカースタント！実在の特別捜
査隊＝通称＜スウィーニー＞がモデ
ルに！超人気ジャンル、ポリスアク
ション＆クライムアクション！

11/11・25［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！
＃6 嵐 VS 倖田柚希（後半戦）
＃7 木村魚拓 VS トニー （前半戦）

V-cinemaMONDO
アドレナリンシアター麻雀 Mah-jong

毎週［火］午後11:00～他ON AIR

※ 初回11/6［月］
毎週［月］午後11:00～他ON AIR

モンド麻雀プロリーグ
特別解説Ver.

モンド麻雀プロリーグでお馴染み
の人気雀士による特別解説版
雀士の個性が光る解説コメントに
注目！

モンド麻雀プロリーグ17/18
第18回モンド杯 ＃2～5

実力ある若手プロ雀士たちの真剣
勝負！！優勝者には、モンド麻雀プロ
リーグの最高タイトル戦「王座決定
戦」の出場権が与えられます。

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

キリン POINT OF NO-RETURN !
PREMIUM EDITION（前後編）

トライアングル

Vシネマ

毎週［金］深夜0:00～ON AIR

誰もいない豪華客船に、突如現れた
覆面の殺人鬼。生き残った彼女が見
たものは、逃げ惑うもう一人の自分
だった…。はたしてこの悪夢から、彼
女は抜け出せるのか？！

カタナ VS ポルシェ　限界突破の公
道バトル！伝説の人気カリスマ漫画
「キリン」　待望の実写版
～企画・脚本・監督　大鶴義丹、劇
場版にディレクターズカットも加え
前・後篇でお届け～

11/3・17［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

毎週［木］午後11:00～他ON AIR 11/10・24［金］午後11:30～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。

Vシネマ V-cinema
MONDOシアター

Vシネマ V-cinema
MONDOプライムシアター

11/8・22［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！

11/10・24［金］深夜1:00～他
ON AIR

稲川淳二 恐怖の現場

怪談の語り部・稲川淳二が日本各
地の心霊スポットを検証するホ
ラードキュメンタリーシリーズ

テリー伊藤と訳あり女

11/10・24［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！
＃15 テキサスから来たサイコパス女
＃16 未定

11/12・26［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。

11/5・19［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。

11/3・17［金］深夜0:30～他
ON AIR

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！
＃81 AIKA
＃82 あやみ旬果

Sweet Angel

怪談テラーズ
ストーリー

待望のMONDO TV オリジナルホ
ラーシリーズ、遂に始動！！
作家、オカルトコレクター、僧侶な
ど、摩訶不思議な事象に精通した者
ばかりが出演。「怪談（ストーリー）
テラーズ」と命名された彼らが、不
思議な現象を求め、旅にいざ出発！

ミリオンダラー・カー・
ハンターズ

北米・ヨーロッパを中心に高級クラ
シックカーのオークションで知られる
「RMサザビーズ｣。レアなクラシック
カーを求めるコレクター達に向け、世
界を飛びまわる熱いエキスパート達
に密着しながら、驚愕の世界を紹介！

（3話連続）11/7［火］スタート

天才バカボン

連載開始から丸50年！
赤塚不二夫が生んだ昭和を代表す
るナンセンスギャグの金字塔を秋
の夜長に一挙放送！！

11/4・18［土］午後11:00～他
ON AIR

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

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！
＃3、4 なるみん VS 政重ゆうき
　　　前後半戦

蒼天の拳

1930年代 – 魔都・上海 
闇が闇を紡ぐ巣窟に 今、一人の漢が降り立つ。
北斗神拳第62代伝承者　霞拳志郎
すべてはただ朋友のために・・

つむ おとこ

カスミケンシロウ

ポンヨウ

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

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。いよいよ最終
回、今シーズンの最強馬券師が遂に決定！
＃21 優勝決定戦（前）
＃22 優勝決定戦（後）

#81
AIKA

#82
あやみ旬果

夕刊フジが主催する女流雀士限定
麻雀タイトル戦をお届け！
決勝3回戦・4回戦、遂に優勝チーム
が決定！！

夕刊フジ杯争奪　
麻雀女流リーグ2017

毎週［月］午後10:00～他ON AIR11/20・27［月］ 午後9:30～他ON AIR

11/8・22［水］午後11:30～他ON AIR
11/7・21［火］深夜0:30～他ON AIR 毎週［火～金］午後9:30～ON AIR

後送
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Idol

エンタメ Entertainment

エンタメ Entertainment Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

11/4［土］午後7:00～他
ON AIR

11/18［土］午後7:00～他
ON AIR

ロンドン・ヒート

ド派手なガンファイト＆最高にスリリ
ングなカースタント！実在の特別捜
査隊＝通称＜スウィーニー＞がモデ
ルに！超人気ジャンル、ポリスアク
ション＆クライムアクション！

11/11・25［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！
＃6 嵐 VS 倖田柚希（後半戦）
＃7 木村魚拓 VS トニー （前半戦）

V-cinemaMONDO
アドレナリンシアター麻雀 Mah-jong

毎週［火］午後11:00～他ON AIR

※ 初回11/6［月］
毎週［月］午後11:00～他ON AIR

モンド麻雀プロリーグ
特別解説Ver.

モンド麻雀プロリーグでお馴染み
の人気雀士による特別解説版
雀士の個性が光る解説コメントに
注目！

モンド麻雀プロリーグ17/18
第18回モンド杯 ＃2～5

実力ある若手プロ雀士たちの真剣
勝負！！優勝者には、モンド麻雀プロ
リーグの最高タイトル戦「王座決定
戦」の出場権が与えられます。

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

キリン POINT OF NO-RETURN !
PREMIUM EDITION（前後編）

トライアングル

Vシネマ

毎週［金］深夜0:00～ON AIR

誰もいない豪華客船に、突如現れた
覆面の殺人鬼。生き残った彼女が見
たものは、逃げ惑うもう一人の自分
だった…。はたしてこの悪夢から、彼
女は抜け出せるのか？！

カタナ VS ポルシェ　限界突破の公
道バトル！伝説の人気カリスマ漫画
「キリン」　待望の実写版
～企画・脚本・監督　大鶴義丹、劇
場版にディレクターズカットも加え
前・後篇でお届け～

11/3・17［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

毎週［木］午後11:00～他ON AIR 11/10・24［金］午後11:30～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。

Vシネマ V-cinema
MONDOシアター

Vシネマ V-cinema
MONDOプライムシアター

11/8・22［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！

11/10・24［金］深夜1:00～他
ON AIR

稲川淳二 恐怖の現場

怪談の語り部・稲川淳二が日本各
地の心霊スポットを検証するホ
ラードキュメンタリーシリーズ

テリー伊藤と訳あり女

11/10・24［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！
＃15 テキサスから来たサイコパス女
＃16 未定

11/12・26［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。

11/5・19［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。

11/3・17［金］深夜0:30～他
ON AIR

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！
＃81 AIKA
＃82 あやみ旬果

Sweet Angel

怪談テラーズ
ストーリー

待望のMONDO TV オリジナルホ
ラーシリーズ、遂に始動！！
作家、オカルトコレクター、僧侶な
ど、摩訶不思議な事象に精通した者
ばかりが出演。「怪談（ストーリー）
テラーズ」と命名された彼らが、不
思議な現象を求め、旅にいざ出発！

ミリオンダラー・カー・
ハンターズ

北米・ヨーロッパを中心に高級クラ
シックカーのオークションで知られる
「RMサザビーズ｣。レアなクラシック
カーを求めるコレクター達に向け、世
界を飛びまわる熱いエキスパート達
に密着しながら、驚愕の世界を紹介！

（3話連続）11/7［火］スタート

天才バカボン

連載開始から丸50年！
赤塚不二夫が生んだ昭和を代表す
るナンセンスギャグの金字塔を秋
の夜長に一挙放送！！

11/4・18［土］午後11:00～他
ON AIR

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

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！
＃3、4 なるみん VS 政重ゆうき
　　　前後半戦

蒼天の拳

1930年代 – 魔都・上海 
闇が闇を紡ぐ巣窟に 今、一人の漢が降り立つ。
北斗神拳第62代伝承者　霞拳志郎
すべてはただ朋友のために・・

つむ おとこ

カスミケンシロウ

ポンヨウ

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

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。いよいよ最終
回、今シーズンの最強馬券師が遂に決定！
＃21 優勝決定戦（前）
＃22 優勝決定戦（後）

#81
AIKA

#82
あやみ旬果

夕刊フジが主催する女流雀士限定
麻雀タイトル戦をお届け！
決勝3回戦・4回戦、遂に優勝チーム
が決定！！

夕刊フジ杯争奪　
麻雀女流リーグ2017

毎週［月］午後10:00～他ON AIR11/20・27［月］ 午後9:30～他ON AIR

11/8・22［水］午後11:30～他ON AIR
11/7・21［火］深夜0:30～他ON AIR 毎週［火～金］午後9:30～ON AIR

後送
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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 
4日～ 第11回モンド王座決定戦

 
モンド麻雀プロリーグ15/16 

18日～ 第2回女流モンド チャレンジマッチ

守山塾 常勝理論！

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
4日- さすらいの競馬ギャンブラー 2 
11日～ 廃墟の休日 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
4日- CASINO☆Grand Prix 
11日～ 
ラッパー“ACE”の世界をねらえ

夕刊フジ杯争奪 
麻雀女流リーグ2017

4日-  
名車の殿堂  
ザ・クラシックカーSHOW
11日～  
ミリオンダラー・カー・ハンターズ

19日-  麻雀 
ミステリーツアー

26日-  ミスター麻雀  
小島武夫の足跡

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

5日- (11:00～)
「麻雀 BATTLE ROYAL 
2017」一挙放送
12日- (10:00～20:00)
※最大延長21:00
★麻雀 BATTLE ROYAL 
生放送スペシャル！
19日～ 

「廃墟の休日」一挙放送
26日-
 (13:00～)
ワンダーJAPAN TV  
軍艦島SPECIAL
(14:00～)
MONDOシアター
岸和田少年愚連隊 
カオルちゃん最強伝説
女番哀歌（スケバンエレジィ）
(15:30～)
MONDOシアター
岸和田少年愚連隊 
カオルちゃん最強伝説
中華街のロミオとジュリエット 

4日～ The MONDO Times 
18日～ ワンダーJAPAN TV

モンド麻雀プロリーグ
17/18 

第18回モンド杯

カリスマチューニング 
～スーパーカー～

守山塾

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18回モンド杯常勝理論！

4日、18日- 
★MONDO
プライムシアター 
11日、25日- 
稲川淳二 恐怖の現場

MONDOシアター 
※12日- (20:00～) 
カリスマチューニング 
～ポルシェ～

廃墟の休日 
※12日-  カリスマチューニング 

～スーパーカー～
4日～ 
夕刊フジ杯争奪 
麻雀女流リーグ2017 
25日～ (～22:30)
モンド麻雀プロリーグ 
特別解説Ver.

5日- 
CASINO☆Grand Prix 
12日～ 
名車の殿堂 
ザ・クラシックカーSHOW

4日～ イジリー・春日の美人妻いただきます 
18日-  ダイアモンドユカイの 

The MONDO Times
★真王伝説

テリー伊藤と訳あり女 5日- 島田秀平の恐怖世界 
12日～ 怪談テラーズ

★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18回モンド杯

★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

女神降臨(総集編) 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

5日～ イジリー・春日の美人妻いただきます 
19日～ 橋本マナミのお背中流しましょうか？

Sweet Angel あしたのジョー4日- 島田秀平の恐怖世界 
11日～ 怪談テラーズ

4日- CASINO☆Grand Prix 
11日～ ヒロ三河の世界をフルボッコ

5日-  名車の殿堂  
ザ・クラシックカーSHOW

12日～ ミリオンダラー・カー・ハンターズ
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1日～ JK ミステリ 巡礼　　7日- (6:30～)ダイアモンドユカイのThe MONDO Times　　
8日～ ワンダーJAPAN TV　　27日～ 石神秀幸の決断！ラーメン旅

1日～ 守山塾　　13日～ 情熱！パチスロリーグ　　27日～ 常勝理論！

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18回モンド杯

守山塾 常勝理論！モンド麻雀プロリーグ17/18 
6日～ 
第2回モンド杯チャレンジマッチ
27日～ 
モンド麻雀プロリーグ 特別解説Ver.

さすらいの競馬ギャンブラー 2
7日- CASINO☆Grand Prix 
14日～ 
ミリオンダラー・カー・ハンターズ

甦れ！古代発明 コサキンのラジオごっこ
廃墟の休日 2日- カリスマチューニング ～ポルシェ～ 

9日～ カリスマチューニング ～スーパーカー～ ワンダーJAPAN TV親爺同志 JK ミステリ 巡礼 1日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 
8日～ 怪談テラーズ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2

1日～ 光れ！パチスロリーグ　　10日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト

1日- ガールズパチンコリーグ・ブラック　　2日～ 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ　　
16日～ カリスマチューニング ～ポルシェ～　　24日～ 甦れ！古代発明

モンド21麻雀プロリーグ09/10 
1日～ 第6回モンド21王座決定戦 

 
モンド麻雀プロリーグ10/11 

7日～ 第8回女流モンド杯 
29日～ 第11回モンド杯

おいで！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ

17/18 
第18回モンド杯

パチスロ常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

守山塾
カリスマチューニング 

～ポルシェ～
2日～ 
CASINO☆Grand Prix 
16日～ 
名車の殿堂 
ザ・クラシックカーSHOW

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 
 

※2日、3日- モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド新人戦 
6日～9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

2日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト　17日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ　30日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times

モンド麻雀プロリーグ13/14 
1日～ 第8回名人戦 

6日～ 第10回モンド王座決定戦 
モンド麻雀プロリーグ14/15 

10日～ 第1回女流モンド チャレンジマッチ 
16日～ 第12回女流モンド杯

1日～ 吼えろ！パチスロリーグ　　9日～ 親爺同志

1日- ラッパー“ACE”の世界をねらえ　　2日- ミスター麻雀 小島武夫の足跡　　3日- ほんとにあった心霊写真 
6日～ 「石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行」一挙放送　　14日- 麻雀 BATTLE ROYAL 特別解説SP 

15日～ 「ラジコン・ドリフト・マスターズ」一挙放送　　20日～ 「廃墟の休日」一挙放送 
28日- ワンダーJAPAN TV  軍艦島SPECIAL　　29日～ 「カリスマチューニング ～ランボルギーニ～」一挙放送

常勝理論！ 守山塾

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18回モンド杯

1日～ 甦れ！古代発明 
29日-  ダイアモンドユカイの 

The MONDO Times
2日- 
名車の殿堂  
ザ・クラシックカーSHOW 
9日～ 
ミリオンダラー・カー・ハンターズ

6日- 島田秀平の恐怖世界 
13日～ 怪談テラーズ 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
6日～ 
イジリー・春日の美人妻いただきます 
20日～ (～23:00)
★モンド麻雀プロリーグ 特別解説Ver. 1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 

7日～ 「天才バカボン」一挙放送 
29日- (22:00～)女神降臨 in ビジュアルクイーン撮影会 

30日- MONDOシアター 破門組
★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18回モンド杯

★コサキンのラジオごっこ
2日～  ★イジリー・春日の 

美人妻いただきます
16日～ 島田秀平の恐怖世界

★テリー伊藤と訳あり女

1日-  
★名車の殿堂  
ザ・クラシックカーSHOW
8日～ 
 ★ミリオンダラー・カー・ハンターズ

2日- CASINO☆Grand Prix 
9日～  ラッパー“ACE”の 

世界をねらえ
30日- パチスロ・バトル・ライヴ

★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

★怪談テラーズ カリスマチューニング 
～ランボルギーニ～

2日～  橋本マナミの 
お背中流しましょうか？

30日- The MONDO Times
★Sweet Angel

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

常勝理論！ 守山塾
2日～ 夕刊フジ杯争奪  
麻雀女流リーグ2017 
23日～ (～2:30)
モンド麻雀プロリーグ  
特別解説Ver.

3日、17日- 
★MONDO
アドレナリンシアター  
10日、24日- (～3:00)
★稲川淳二 恐怖の現場

おいで！パチスロリーグ

Sweet Angel テリー伊藤と訳あり女
1日～  イジリー・春日の 

美人妻いただきます
22日～ 廃墟の休日

2日- 島田秀平の恐怖世界 
9日～ 女神降臨

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 
 

※9日、10日- モンド麻雀プロリーグ17/18 第2回モンド新人戦 
13日～ 16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

1日～ 漂流少女　　15日～ イジリー・春日の美人妻いただきます
1日- ラッパー“ACE”の世界をねらえ　　2日- ミスター麻雀 小島武夫の足跡　　3日- ほんとにあった心霊写真 

6日～ 「石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行」一挙放送　　14日- 麻雀 BATTLE ROYAL 特別解説SP 
15日～ 「ラジコン・ドリフト・マスターズ」一挙放送　　20日～ 「廃墟の休日」一挙放送 

28日- ワンダーJAPAN TV  軍艦島SPECIAL　　29日～ 「カリスマチューニング ～ランボルギーニ～」一挙放送

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