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2021年を振り返る！「パチスロ常勝理論！」一挙放送！
パチスロで常勝するための方法論を徹底的に理論武装！

プレイバック2021「パチスロ常勝理論！」

1/10［月・祝］午後10:00～ ※［月］～［金］午後10:00～

1/3［月］午後0:00～他
「極道の紋章」のスタッフが新たな白
竜ワールドを展開！5部作一挙放送！

1/3［月］午後7:30～
中条きよし主演、新時代の比類なき
任侠シリーズ誕生！3部作一挙放送！

MONDOシアター Vシネマ特集MONDOシアター Vシネマ特集

『新TV見仏記』一挙放送
1/6［木］午後7:00～ ※［月］～［金］午後7:00～

互いを『仏友＜ぶつゆう＞』と認め合う「みうらじゅん」「いとうせいこう」が各地の
仏像を巡り紹介。独特の脱力感漂うゆる～い雰囲気ながらも、仏像に対する
深い愛情と知識に裏打ちされた絶妙なトークが繰り広げられる。果たしてどんな
仏像にあえるのか…？

プロ野球解説者・川上憲伸とタレント・上田まりえが元プロ
野球選手をゲストに迎え野球トークをお届け。
#6 岩瀬仁紀 後編　#7 斉藤和巳 前編

俺プロ！～俺たちのプロ野球～

1/6・20［木］深夜0:00～他
ジャン=クロード・ヴァン・ダム＆マイク・タイソン出演！
最狂格闘家たちによるルール無用のデス・マッチ!!

キックボクサー ザ・リベンジ

1/29［土］午後9:00～

首領覇者の掟毎週［日］午後9:00～他
※1/9［日］スタート

卓越した技術を持つプロ雀士がリー
グ戦を戦い『三人麻雀王』を決定！

1/17［月］午後11:00～他
「日本統一」のスタッフ・キャストが、
政界の闇を暴く！シリーズ3部作。

権力の階段 ～総理への道～
第5回三人麻雀GRANDPRIX

空前の仏像ブーム到来中！？ゆるい中にも教養ありの大ヒットシリーズ！空前の仏像ブーム到来中！？ゆるい中にも教養ありの大ヒットシリーズ！

新シリーズ新シリーズ



IPTVで観る!
詳しくはご加入の各社へ
お問い合わせください。

で観る!

※ch.295で放送中
プレミアムサービスではch.659で放送中。
プレミアムサービスでのご視聴の場合は、
専用チューナーが必要です。

番組・ご視聴に関するお問い合わせ

tel.0570-03-8800
MONDO TV カスタマーセンター

受付時間  10:00～20:00（年中無休）モンドTV 検索

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。

守山塾 常勝理論！

1日- おふろやさん日和2 /
 (8:00～14:00)【第17回モンド王座決定戦への軌跡<完全版＞】 
モンド麻雀プロリーグ19/20 第16回モンド王座決定戦 
8日～ ガールズパチンコリーグ・スーパー

あつまれ！パチスロリーグ

運珍のわらしべパチンコ道！ 諸ゲンのパチスロエスコート
俺プロ！～俺たちのプロ野球～ 最強馬券師決定戦！

競馬バトルロイヤル 6
2日- おふろやさん日和2　　8日～ いいね！パチスロリーグ

8日～ トゥルー・ジャスティス シーズン1 
22日～ トゥルー・ジャスティス シーズン2

2日～ ザ・純烈ショー！2 
23日～ コスプレJAPAN

鉄道ひとり旅～女子鉄編～

8日- 
最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル SP 
15日～ 
第5回三人麻雀GRANDPRIX

2日～ 新TV見仏記 
23日～ 
F1グランプリ・ヒーローズ

MONDOシアター

2日- (～18:00)
【第17回モンド王座決定戦
への軌跡<完全版＞】
モンド麻雀プロリーグ
20/21
第17回モンド王座決定戦

9日～ プレイバック2021
「パチスロ常勝理論！」

的場浩司の
スイーツ男子塾！

1日- (～17:00) 
【第17回モンド王座決定
戦への軌跡<完全版＞】 
モンド麻雀プロリーグ20/21 
第18回女流モンド杯 決勝 
 
モンド麻雀プロリーグ21/22 
8日～ 第19回女流モンド杯 
※8日は17:00まで
(#11・#12連続放送)

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6

守山塾

1日- (～20:00) 
【第17回モンド王座決定戦への軌跡<完全版＞】 
モンド麻雀プロリーグ20/21 第21回モンド杯 決勝 
8日～ 運珍のわらしべパチンコ道！

俺プロ！
～俺たちのプロ野球～

諸ゲンの
パチスロエスコート モンド麻雀プロリーグ

21/22 
第19回女流モンド杯 
※9日は20:30まで

(#11・#12連続放送)
常勝理論！

8日-
トップギア シリーズ27 
15日～ ホラー漫画劇場

2日- (18:00～)
DEATH NOTE リライト
幻視する神 /
 (20:30～22:30)
DEATH NOTE リライト2
Lを継ぐ者 
 
16日～ MONDOシアター

1日- (～23:00)
【第17回モンド王座決定戦への軌跡<完全版＞】 
モンド麻雀プロリーグ20/21 第15回名人戦 決勝 
8日～ かまいたちの掟

鉄道ひとり旅～女子鉄編～ 田中俊行の
オカルト・コレクション

★MONDO
プライムシアター / 
MONDOシアター

★第5回三人麻雀
GRANDPRIX

2日- (22:30～)
おふろやさん日和2 
9日～
CASINO☆Grand Prixコサキンのラジオごっこ

★ガールズパチンコリーグ・
スーパー ★守山塾

★あつまれ！
パチスロリーグ ★常勝理論！

モンド麻雀プロリーグ
21/22 

第19回女流モンド杯

★MONDO
アドレナリンシアター /

★LOVE＆アイドル

MONDOシアター / 
MONDO

プライムシアター

おふろやさん日和2

他人のSEXで
生きてる人々3

2日～ (～4:30)
女神降臨 in ビジュアルクイーン撮影会 
23日～ コスプレJAPAN

女神降臨

3日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア　　31日- 恋するパチスロリーグ

3日～ いいね！パチスロリーグ　　5日～ 守山塾　　24日～ ガールズパチンコリーグ・ルビー

ガールズパチンコリーグ・
スーパー あつまれ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ21/22 

第19回女流モンド杯
守山塾 常勝理論！

3日- 
最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル SP 
10日～ 第5回三人麻雀GRANDPRIX

玉袋筋太郎の
レトロパチンコ☆DX

諸ゲンのパチスロエスコート 運珍のわらしべパチンコ道！
かまいたちの掟 最強馬券師決定戦！

競馬バトルロイヤル 6 鉄道ひとり旅～女子鉄編～

3日～ ガールズパチンコリーグ・ルビー　　10日～ 大人のプラモ道

3日～ トップギア シリーズ26　　10日～ トップギア シリーズ27　　17日～ いいね！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ19/20 
4日～ 第6回女流モンド杯チャレンジマッチ 

6日～ 第17回女流モンド杯 
28日～ 第4回モンド杯チャレンジマッチ

あつまれ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ
21/22 

第19回女流モンド杯

常勝理論！ ガールズパチンコリーグ・
スーパー 守山塾

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6

諸ゲンの
パチスロエスコート 運珍のわらしべパチンコ道！ 俺プロ！

～俺たちのプロ野球～

MONDOシアター / MONDOプライムシアター 
 

3日- (12:00～) ★覇者の掟 第一章 / (13:30～) ★覇者の掟 第二章 /
 (15:00～) ★覇者の掟 第三章 / (16:30～) ★覇者の掟 第四章 / (18:00～) ★覇者の掟 第五章 

 / (19:30～) ★首領 / (21:00～) ★首領2 / (22:30～0:00) ★首領3

11日～ モンド麻雀プロリーグ 至高の一局　　18日～ 新田恵海の恐竜DEEP

モンド麻雀プロリーグ11/12 
4日～ 第6回名人戦　24日～ 第8回モンド王座決定戦 

 
モンド麻雀プロリーグ12/13 
28日～ 第10回女流モンド杯

4日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア　　13日～ おふろやさん日和2　　31日- 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 4

4日～ 「トゥルー・ジャスティス シーズン2」一挙放送　　6日～ 「新TV見仏記」一挙放送
20日～ 「トップギア シリーズ27」一挙放送　　27日～ 「トップギア シリーズ28」一挙放送

常勝理論！ 守山塾 ガールズパチンコリーグ・
スーパー あつまれ！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ
21/22 

第19回女流モンド杯 
※7日は23:00まで

(#11・#12連続放送)諸ゲンの
パチスロエスコート 運珍のわらしべパチンコ道！ 俺プロ！

～俺たちのプロ野球～
試してバッテン！？

良い子は絶対真似しないでね

4日- 大人のプラモ道　　5日- MONDOシアター 大阪闇金　　6日- MONDOシアター 大阪闇金 2
10日～ DEATH NOTE / (22:00～) プレイバック2021「パチスロ常勝理論！」

★MONDOシアター
★モンド麻雀プロリーグ

21/22 
第19回女流モンド杯

★玉袋筋太郎の
レトロパチンコ☆DX

★かまいたちの掟 ★運珍の
わらしべパチンコ道！

★鉄道ひとり旅
～女子鉄編～

★諸ゲンの
パチスロエスコート

★他人のSEXで
生きてる人々3

★俺プロ！
～俺たちのプロ野球～

★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6

3日- (0:00～)
女神降臨 in ビジュアルクイーン撮影会 
17日～ ★コスプレJAPAN

4日～ ガールズパチンコリーグ・ルビー　　20日～ 的場浩司のスイーツ男子塾！

ガールズパチンコリーグ・
スーパー 常勝理論！ 守山塾

運珍のわらしべパチンコ道！
あつまれ！パチスロリーグ

諸ゲンの
パチスロエスコート

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 / LOVE＆アイドル

Sweet Angel

MASTERキートン

放送内容が一部変更する可能性がございます。詳しくはMONDO TV公式サイトをご確認ください。

エンタメ特集枠 アイドル 麻雀 パチ＆スロ シネマ★ 新作（初回放送）

モンド麻雀プロリーグ20/21 
1日～ 第17回モンド王座決定戦
モンド麻雀プロリーグ14/15 

4日～ 第1回女流モンド チャレンジマッチ　8日～ 第12回女流モンド杯　24日～ 第15回モンド杯

1日～ 女子プロレス伝説 超嬢血戦　　22日～ DASADA

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