
mondotv.jp

オトコを満たす

市川海老蔵×柴咲コウ×伊藤英明×三池崇史監督
豪華キャストが鬼才の元に集い、狂気の世界へ誘う！

ON AIR 1/22［月］午後11:00～他

喰女―クイメ―
四谷怪談をモチーフにしたホラー映画。
美しき悪人を市川海老蔵、日本最高峰のダークヒロイン“お岩”に柴咲コウ、そして盲目の醜男を伊藤英明が怪演。
男女の愛憎と狂気の世界に挑む。
出演：市川海老蔵　柴咲コウ　伊藤英明  中西美帆　マイコ　根岸季衣　勝野洋／古谷一行
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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
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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 モンド怪奇特集－恐冬－

Pachi&Pachi-slotパチ&スロ

1/6・20［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1対1のパチス
ロ対戦でリーグ制覇を目指す、新シ
リーズ！

麻雀 Mah-jong

モンド麻雀プロリーグ番外編
第1回サバイバルウォーキング杯

実力派女流雀士・魚谷侑未、高宮ま
り、男性プロ・井出康平、白鳥翔が
チーム別に過酷なウォーキングで
対決！道中、麻雀に関する企画など
も登場。普段とは一味違うプロ雀士
の姿をお楽しみください。

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

毎週［金］深夜0:00～ON AIR 1/12・26［金］深夜0:30～他
ON AIR

まりもと寺井一択の
最強！ちぇり～ぼ～いず

超人気ライターまりもと、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）

1/3・17・31［水］午後11:00～他
1/3のみ午後10:30～

ON AIR

コサキンのラジオごっこ

小堺一機、関根勤の2人が見せる弾
けたトークをMONDO TVオリジナル
でお届けします！
＃26では、総集編をお届け！ 

1/5・19［金］深夜1:00～他
ON AIR

1/4・11・18［木］午後11:30～他
ON AIR1/2・16・30［火］深夜0:30～他

1/2のみ午後11:30～

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

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル3

最強馬券師を決めるMONDO TVオリ
ジナル、最強馬券師リーグ戦！
注目の女性馬券師が初参戦！！

1/7・21［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
と共にホール攻略に挑みます。
1月は2017年を振り返る全26話
（＃202～227）一挙集中放送も！！

1/14・28［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。

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！
＃86 あべみかこ
＃87 戸田真琴

Sweet Angel

新TV見仏記

仏像好きで知られ互いを「仏友”ぶ
つゆう”」と認め合う「いとうせいこ
う」と「みうらじゅん」が、各地の仏像
を求めて気ままに巡る人気シリー
ズがスタート！はたして、今度はどん
な仏像に出会えるのか・・・？

1/13・27［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！！

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

メガ・スパイダー

究極の融合生命体≪エイリアン×蜘
蛛≫、現る！！
宇宙最強の遺伝子を持った巨大グ
モが、人類の地球支配を終わらせ
る！！恐怖の巨大蜘蛛が登場するスパ
イダー・パニック映画！

メガ・シャーク VS 
ジャイアント・オクトパス

モンスター・パニック映画に、ついに巨
大シーフード対決が実現！巨大サメ「メガ
ロドン」vs北欧神話の怪物“クラーケン”
でおなじみの巨大タコ！二体の怪物が
150万年の時を経て現代によみがえる！
七つの海を凌駕する、究極の頂上決戦！

「ほんとにあった！呪いのビデオ」シ
リーズの児玉和土監督が、贈るエロ
ティックサスペンス・ホラー

エロ・グロ・スプラッター漫画『血ま
みれスケバンチェーンソー』が実写
映画化！
主演・内田理央がチェーンソー片手
に体当たりで挑む！　

モンド麻雀プロリーグ17/18
第18回モンド杯

モンド麻雀プロリーグの三大タイト
ル戦の1つ新進気鋭の若手プロが
真剣対局！
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［火］午後11:00～他
1/2のみ午後10:00～

ON AIR

1/27［土］午後7:00～他ON AIR1/13［土］午後7:00～他ON AIR 1/12［金］深夜1:00～他ON AIR 1/26［金］深夜1:00～他ON AIR

1/3［水］午後9:30～他ON AIR

1/25［木］午後11:30～他ON AIR

怪談テラーズ
ストーリー

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。
京都の某寺で、怪談師たちが思う
存分怪談を語り合う。

ほんとにあった心霊写真
～壇蜜エロコワ・コメンタリー～

本当に恐ろしい心霊写真を壇蜜の
ナレーションでお届けする特別編！
「エロカワ」ワールドでさらなる恐怖
を体験せよ！

1/8［月］午後11:00～他
ON AIR

隙間女 劇場版

AKB48グループと恐怖の都市伝説
がコラボレーションしたAKB48最恐
都市伝説シリーズ！
元AKB48菊地あやかが主演。空き家
に潜む隙間女という恐怖の悪霊と
は。

1/15［月］午後11:00～他
ON AIR

杉沢村都市伝説 劇場版

“乃木坂46×都市伝説”最恐のコラボ
レーション都市伝説シリーズ！
伊藤寧 （々元・乃木坂46）が主演し、
地図から消えた呪われた村「杉沢村
伝説」の真相を追う。

1/29［月］午後11:00～他
ON AIR

怖すぎる話 劇場版

ダスク　死を呼ぶ女 血まみれスケバン
チェーンソー

一般の人が体験した怖い話をオムニ
バスホラー作品として完全映画化。
「おちてくる」「キヨコ」「はどろば」
「蛇口」「やせ細る友人」「添付ファイ
ル」などの6話の怖い話を厳選して
お届け！

ミリオンダラー・カー・
ハンターズ

レアなクラシックカーを求めるコレ
クター達に向けて、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！

#86
あべみかこ

顔のないスパイ 嬢王ゲーム

1/3・17・31［水］午後11:30～他
1/3のみ午後11:00～

ON AIR1/5・19［金］午後11:30～他ON AIR

＃5 シェルビー・コブラ プロトタイプ第1号
＃6 マセラティ･コレクション
＃7 メルセデス・ベンツ300SLガルウィング

＃12 四国巡礼・恐怖の現場 VOL.3
＃13 恐怖の現場～最終章～ VOL.1

＃8 政重ゆうき VS ヒラヤマン　後半戦　
＃9 かおりっきぃ☆ VS なるみん　前半戦

＃3 第2戦　弥永明郎 VS 井上オークス（前）
＃4 第2戦　弥永明郎 VS 井上オークス（後）

＃10 青山りょう VS 倖田柚希 （後半戦）
＃11 嵐 VS 木村魚拓 （前半戦）

モンド怪奇特集－恐冬－
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戸田真琴
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［メガ・スパイダー］©2012 Epic Pictures Group, Inc. All Rights Reserved.　［メガ・シャークVSジャイアント・オクトパス］©2009, Giant Seafood, LLC. All Rights Reserved.　［ダスク　死を呼ぶ女］©OHC /フロムノート　
［血まみれスケバンチェーンソー］©2016三家本礼・KADOKAWA刊/VAP　［新TV見仏記］©カンテレ　［ミリオンダラー・カー・ハンターズ］©RM Sotheby's 2016

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15/16 
6日～ 第13回女流モンド杯 

27日～ 第16回モンド杯

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
廃墟の休日 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 3

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
最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 甦れ！古代発明

ミリオンダラー・カー・
ハンターズ

ほんとにあった心霊写真 
～壇蜜エロコワ・コメンタリー～

6日～  モンド麻雀プロリーグ  
特別解説Ｖｅｒ.

27日～  リーチ麻雀 
世界選手権2017

7日- (11:00～)
「麻雀 BATTLE ROYAL 
2018」一挙放送
14日～ プレイバック2017

「パチンコ激闘伝！実戦守山塾」

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

6日-  カリスマチューニング  
～ランボルギーニ～

13日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ

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！

6日、20日- 
稲川淳二 恐怖の現場 
 
13日、27日- 
★MONDOプライムシアター

MONDOシアター

6日-  ダイアモンドユカイの 
The MONDO Times

13日～ 親爺同志
廃墟の休日

6日～  モンド麻雀プロリーグ  
特別解説Ｖｅｒ.

20日-  モンド麻雀プロリーグ番外編 
サバイバルウォーキング杯

/ (22:00～)The MONDO Times 
27日～ 新TV見仏記
/(22:00～)The MONDO Times

名車の殿堂 
ザ・クラシックカーSHOW

★真王伝説

イジリー・春日の
美人妻いただきます 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

漂流少女 島田秀平の恐怖世界

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 3

橋本マナミの
お背中流しましょうか？

Sweet Angel あしたのジョー怪談テラーズ
6日～ ほんとにあった心霊写真 
～壇蜜エロコワ・コメンタリー～ 
27日～ 天才バカボン

ミリオンダラー・カー・
ハンターズ

1日～ The MONDO Times　　29日～ モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション

1日～ 守山塾　　15日～ 全開！パチスロリーグ　　29日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト

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！
1日～  モンド麻雀プロリーグ  

特別解説Ｖｅｒ.
22日～  リーチ麻雀 

世界選手権2017

2日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2 
23日～ 島田秀平の恐怖世界

ミリオンダラー・カー・
ハンターズ

4日～ 甦れ！古代発明 
25日-  The MONDO Times コサキンのラジオごっこ

JK ミステリ 巡礼 カリスマチューニング ～スーパーカー～ 5日～ ほんとにあった心霊写真 
～壇蜜エロコワ・コメンタリー～ 
26日～ 新ＴＶ見仏記親爺同志 石神秀幸の決断！ラーメン旅 怪談テラーズ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 3

1日～ 全開！パチスロリーグ　　9日～ ガールズパチンコリーグ・ブラック

1日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2　　16日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ　　19日～ 廃墟の休日　　29日～ 常勝理論！

モンド麻雀プロリーグ10/11 
1日～ 第5回名人戦 

12日～ 第7回モンド王座決定戦 
 

モンド麻雀プロリーグ11/12 
18日～ 第9回女流モンド杯

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

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 
～ランボルギーニ～ 名車の殿堂 

ザ・クラシックカーSHOW
甦れ！古代発明 コサキンのラジオごっこ さすらいの

競馬ギャンブラー 2

MONDOシアター / MONDOプライムシアター 
 

※15日～18日 麻雀 BATTLE ROYAL 2018

光れ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ14/15 
1日～ 第9回名人戦 

23日～ 第11回モンド王座決定戦 
 

29日～ 小島武夫レジェンドマッチ

1日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル　　25日～ 情熱！パチスロリーグ

1日～ 「ダイアモンドユカイのThe MONDO Times」一挙放送　　15日～ プレイバック2017「パチンコ激闘伝！実戦守山塾」

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
廃墟の休日

ミリオンダラー・カー・
ハンターズ

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 3

1日～ 
★モンド麻雀プロリーグ 
特別解説Ｖｅｒ. 
 
15日～ 
リーチ麻雀世界選手権2017

2日- The MONDO Times / (22:00～)★モンド麻雀プロリーグ17/18 第18回モンド杯 
3日- ★モンド麻雀プロリーグ番外編 第1回サバイバルウォーキング杯 / (22:30～)★コサキンのラジオごっこ 
4日- MONDOシアター ケンとメリー ★雨あがりの夜空に★ 
5日- MONDプライムシアター ブレイクアウト 
9日～ 「麻雀 BATTLE ROYAL 2017」一挙放送 
16日～ 「麻雀 BATTLE ROYAL 2018」一挙放送 
23日～ 「島田秀平の恐怖世界」一挙放送 
30日～ 「稲川淳二 恐怖の現場／真相・恐怖の現場」一挙放送

1日- 麻雀ミステリーツアー / 
(0:00～1:30)
★麻雀 BATTLE ROYAL 2018 
 
8日～ ★MONDOシアター

★モンド麻雀プロリーグ17/18 
第18回モンド杯 
※2日のみ22:00～23:30 
 
2日- (0:00～1:30) 
★麻雀 BATTLE ROYAL 2018

★コサキンのラジオごっこ 
※3日のみ22:30～23:00 島田秀平の恐怖世界 橋本マナミの

お背中流しましょうか？
★ミリオンダラー・カー・ハンターズ 
※3日のみ23:00～0:00
 
3日- (0:00～1:30) 
★麻雀 BATTLE ROYAL 2018

4日～ ★ほんとにあった心霊写真 
～壇蜜エロコワ・コメンタリー～ 
 
25日～ ★新TV見仏記

★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 3
★まりもと寺井一択の
最強!ちぇり～ぼ～いず

JK ミステリ 巡礼 ★怪談テラーズ 
※2日のみ23:30～0:00

石神秀幸の
決断！ラーメン旅 女神降臨 EX ★Sweet Angel

ガールズパチンコリーグ・クリスタル 
※1日のみ1:30～2:00 常勝理論！ 

※2日のみ1:30～2:30
守山塾 

※3日のみ1:30～2:30

4日～  モンド麻雀プロリーグ  
特別解説Ｖｅｒ.

18日-  麻雀 BATTLE ROYAL  
特別解説SP

 / (2:00～)女神降臨 
25日- 
モンド麻雀プロリーグ番外編 
第1回サバイバルウォーキング杯 
 / (2:00～)女神降臨

5日、19日- 
★稲川淳二 恐怖の現場 
 
12日、26日-  
★MONDO
アドレナリンシアター

おいで！パチスロリーグ 
※1日のみ2:00～2:30

Sweet Angel イジリー・春日の
美人妻いただきます 廃墟の休日

1日～ Sweet Angel　　25日～ 橋本マナミのお背中流しましょうか？

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 
 

※29日～ 31日 麻雀 BATTLE ROYAL 2018

1日- 女神降臨 EX　　2日～ テリー伊藤と訳あり女

1日～ 「ダイアモンドユカイのThe MONDO Times」一挙放送　　15日～ プレイバック2017「パチンコ激闘伝！実戦守山塾」

MON    1.8.15.22.29 TUE     2.9.16.23.30 WED     3.10.17.24.31 THU     4.11.18.25 FRI     5.12.19.26 SAT     6.13.20.27 SUN     7.14.21.28
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MONDO TV TIMETABLE  2018 January

※停波：1月23日(火)25:00～翌朝7:00


