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オトコを満たす

スナックをこよなく愛する玉ちゃんのアポなしロケを、お楽しみください ！

ON AIR 毎週［水］午後11:00～他 ※3/14［水］スタート

玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ
ファンの熱烈な復活コールに応え帰ってきた！！
全日本スナック連盟会長も務める浅草キッドの玉ちゃんこと玉袋筋太郎がスナックという「地域の社交場」に突撃訪問し、
街の魅力をディープに探る。長年、街を見てきたママの含蓄のある半生記や常連さんが教えてくれる地元の魅力。
スナックをこよなく愛する玉ちゃんのアポなしロケを、お楽しみください ！

＃51 金町　＃52 学芸大学　＃53 新橋
※店舗情報は撮影当時のものであり現在とは異なる場合があります。
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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 2018 March | 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

エンタメ Entertainment

Vシネマ V-cinema
MONDOプライムシアター麻雀 Mah-jong

アイドル Idol

Vシネマ V-cinema
MONDOアドレナリンシアター

Vシネマ V-cinema
MONDOシアター

人気コミック「ミナミの帝王」を千原ジュニア主演でドラマ化！

3/3・17・31［土］午後11:30～他
ON AIR

おいで！パチスロリーグ

＃14は、ポロリ、伊藤真一、ウシオ、
バイソン松本がゲストの後編！

毎週［日］午後10:00～
ON AIR

真王伝説

人気パチンコライターたちが実戦
出玉勝負！神谷玲子たちが「自腹実
戦バトル」を繰り広げる！
〈出演〉神谷玲子、玉ちゃん、MYME

3/4・18［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、そして、共にホール攻略
に挑みます。パチンコの「立ち回り
術」をわかりやすく伝授！

3/11・25［日］深夜0:00～他
ON AIR

パチスロ常勝理論！

パチスロで勝利するための方法論を
徹底的に「理論武装」！
今月は2017年を振り返る
＃291-308の全27話を一挙集中放
送も！

今月は人気セクシー女優たちの総集編をお届け！

Sweet Angel

3/10・24［土］午後11:00～他ON AIR

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

＃13は、「初登場スペシャル」と題
し、番組初登場のフレッシュなガー
ルズを迎えての実戦をお届け！

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

幼いころ母をDVで失い、今度は自分
が夫のDVから逃げ出すことになった
ヒロイン。
だが夫が居場所をかぎつけ……。
セクシー女優西野翔主演で贈るエ
ロティックサスペンス。

つらい過去を持つ女教師と生徒の
禁断の恋を描く。
セクシー女優・古川いおりが女教師
を熱演！

3/9［金］深夜1:00～他ON AIR

3/9・23［金］深夜0:30～他ON AIR

3/23［金］深夜1:00～他ON AIR

凶愛 VIOLENT LOVE 新任女教師 
未熟な進路指導

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！

新TV見仏記

軽妙なトークと独特の脱力感で仏
像を巡る人気番組！

3/8・22［木］午後11:30～他
ON AIR

＃10 アウディA4クアトロ・スーパーツーリング

＃16 鎌倉逍遥編
＃17 京都・南山城の隠れ仏編

＃4 堀切編
＃5 新宿編
＃6 門前仲町編
＃7 亀戸編
＃8 小岩編   
【出演】石神秀幸、西崎莉麻

3/14［水］午後11:30～他
ON AIR

＃12 ポコ美 VS るる　後半戦
＃13 初登場スペシャル　前半戦
出演は湯川舞、眠井れむ、きなこ、つる子、
司会は、なるみん。

＃14 交流戦スペシャル　後半戦
＃15、16 トニー VS 倖田柚希　前後半戦

3/2［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
＃16 恐怖の現場～最終章Part2～ VOL.2
幽霊屋敷。古墳に棲みつく無数の霊魂
（佐賀県・某所）

フランス特殊部隊決死の闘いを描く
ミリタリー・アクション超大作！
フランス軍監修による圧倒的なリア
リティの戦闘シーンは必見！

ブラジル特殊部隊“BOPE”出動！衝撃
度200％のミリタリーアクション！
特殊部隊マニア注目！世界一過激な
“殺人部隊BOPE”

3/10［土］午後7:00～他ON AIR 3/24［土］午後7:00～他ON AIR

スペシャル・フォース エリート・スクワッド
～ブラジル特殊部隊BOPE～

出演：千原ジュニア、大東駿介、
小林涼子、石垣佑磨、赤井英和、他

出演：千原ジュニア、大東駿介、
赤井英和、和田正人、他

3/19［月］午後11:00～他ON AIR 3/26［月］午後11:00～他ON AIR

新・ミナミの帝王 3 
仕掛けられた罠

新・ミナミの帝王 4 
狙われた町工場

出演：千原ジュニア、大東俊介、
白石美帆、内田滋、西村雅彦、
萬田久子、大杉漣、他

出演：千原ジュニア、大東俊介、
赤井英和、西村和彦、星野真里、他

3/5［月］午後11:00～他ON AIR 3/12［月］午後11:00～他ON AIR

新・ミナミの帝王 1 
新・ミナミの帝王

新・ミナミの帝王 2 
裏切りの実印

モンド麻雀プロリーグ17/18 第12回名人戦

百戦錬磨のベテランプロ雀士による円熟の技と戦い！

毎週［火］午後11:00～他ON AIR

明里つむぎあやみ旬果

3/13・27［火］深夜0:30～他
ON AIR

怪談テラーズ
ストーリー

世にも奇妙な物語、怪談を語り合う
番組
MONDO TV オリジナル番組！

3/2・16・30［金］午後11:30～他
ON AIR

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！

毎週［木］午後11:00～他ON AIR

石神秀幸の
決断！ ラーメン放浪記

ラーメン王・石神秀幸が
最高の1杯を求めて街をさすらう！

＃7 第4戦　若原隆宏 VS 鈴木ショータ（前）
＃8 第4戦　若原隆宏 VS 鈴木ショータ（後）
＃9 第5戦　井上オークス VS 若原隆宏（前）

阿部 孝則 × 土田 浩翔 × 藤崎 智 × 前原 雄大 解説：荒正義

伊藤 優孝 × 金子 正輝 × 新津 潔 × 森山 茂和 解説：藤崎智

荒 正義 × 金子 正輝 × 藤崎 智 × 前原 雄大 解説：森山茂和

阿部 孝則 × 近藤 誠一 × 新津 潔 × 森山 茂和 解説：土田浩翔

予選第3戦

予選第4戦

予選第5戦

予選第6戦
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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15/16 
3日～ 第16回モンド杯 
24日～ 第10回名人戦

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
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

3日- 石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行 
10日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 
17日～ 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ カリスマチューニング ～ポルシェ～

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 2 新TV見仏記

3日～  ミリオンダラー・ 
カー・ハンターズ

31日-  ワンダーJAPAN TV   
軍艦島SPECIAL

CASINO☆Grand Prix

3日～  麻雀 BATTLE 
ROYAL 2018

17日～ MONDOシアター

4日～ 
プレイバック2017

「パチスロ常勝理論！」
25日- (15:00～)
MONDOプライムシアター 
キックオーバー

ワンダーJAPAN TV

モンド麻雀プロリーグ
17/18 

第12回名人戦

コサキンのラジオごっこ

守山塾

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

4日～ The MONDO Times 
18日～  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12回名人戦常勝理論！

3日- 稲川淳二 恐怖の現場 
10日～  ★MONDO 

プライムシアター
MONDOシアター

親爺同志 甦れ！古代発明

新TV見仏記 ミリオンダラー・
カー・ハンターズ

石神秀幸の
決断！ラーメン放浪記 ★真王伝説

3日～  イジリー・春日の 
美人妻いただきます

31日- The MONDO Times
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12回名人戦

★常勝理論！

Sweet Angel

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

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 テリー伊藤の大人夜遊び

Sweet Angel あしたのジョー怪談テラーズ

天才バカボン ミリオンダラー・
カー・ハンターズ

1日～ 夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2017　　29日～ 廃墟の休日

1日～ ガールズパチンコリーグ・ブラック　　20日～ 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12回名人戦

守山塾 常勝理論！5日-(～10:00) 麻雀 BATTLE ROYAL 2018 
12日- ダイアモンドユカイのThe MONDO Times 
19日～ 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ 島田秀平の恐怖世界

MONDO式 麻雀 ミリオンダラー・
カー・ハンターズ

石神秀幸の決断！ラーメン放浪記 廃墟の休日
JK ミステリ 巡礼 1日～ カリスマチューニング ～ランボルギーニ～ 

15日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ 新ＴＶ見仏記親爺同志 石神秀幸の決断！ラーメン開拓紀行 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～ 吼えろ！パチスロリーグ　　22日～ ガールズパチンコリーグ

1日～ コサキンのラジオごっこ　　20日～ カリスマチューニング ～スーパーカー～　　28日～ カリスマチューニング ～ランボルギーニ～

モンド麻雀プロリーグ11/12 
1日～ 第12回モンド杯 

5日～ 第6回名人戦 
27日～ 第8回モンド王座決定戦

おいで！パチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ

17/18 
第12回名人戦

常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

守山塾
石神秀幸の

決断！ラーメン放浪記
1日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ 
8日～  ほんとにあった心霊写真 

～壇蜜エロコワ・コメンタリー～
29日～  ミリオンダラー・ 

カー・ハンターズ島田秀平の恐怖世界 廃墟の休日
2日～ The MONDO Times 
16日～  玉袋筋太郎の 

ナイトスナッカーズ・リターンズ

MONDOシアター / MONDOプライムシアター

1日～ 甦れ！古代発明　　7日～ 廃墟の休日

モンド麻雀プロリーグ15/16 
1日～ 第13回女流モンド杯 

7日～ 第16回モンド杯 
29日～ 第10回名人戦

1日～ 親爺同志　　21日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2

1日～ プレイバック2017「パチスロ常勝理論！」 
29日- ミスター麻雀 小島武夫の足跡 

30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

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12回名人戦
甦れ！古代発明 1日～  ミリオンダラー・ 

カー・ハンターズ
29日～ 
CASINO☆Grand Prix怪談テラーズ 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 3

MONDO式 麻雀
1日～ 「最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2」一挙放送 

2日-(22:00～) 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 
6日～ 「ガールズパチンコリーグ・ブラック」一挙放送 

20日-(22:30～) コサキンのラジオごっこ 
21日～ 「テリー伊藤と訳あり女」一挙放送 
30日- MONDOシアター 隙間女 劇場版

さすらいの
競馬ギャンブラー 2

★MONDOシアター
★モンド麻雀プロリーグ

17/18 
第12回名人戦

7日- テリー伊藤の大人夜遊び 
14日～  ★玉袋筋太郎の 

ナイトスナッカーズ・リターンズ
★石神秀幸の

決断！ラーメン放浪記
2日～ 橋本マナミのお背中流しましょうか？ 
30日-  ダイアモンドユカイの 

The MONDO Times

7日～  ★ミリオンダラー・ 
カー・ハンターズ

28日～  女神降臨 in  
ビジュアルクイーン撮影会

★新TV見仏記

★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 3

2日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ 
16日～  カリスマチューニング  

～ポルシェ～

5日～ JK ミステリ 巡礼 
26日～ 甦れ！古代発明 ★怪談テラーズ 石神秀幸の

決断！ラーメン開拓紀行 女神降臨 EX ★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 MONDO式 麻雀
2日- 
★稲川淳二 恐怖の現場 
9日～ 
★ MONDOアドレナリン 

シアター / 
MONDOプライムシアター

おいで！パチスロリーグ

Sweet Angel 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 テリー伊藤の大人夜遊び

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

1日～ 漂流少女Ⅱ　　13日～ イジリー・春日の美人妻いただきます
1日～ プレイバック2017「パチスロ常勝理論！」 

29日- ミスター麻雀 小島武夫の足跡 
30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

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