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怪談、オカルト、ホラー漫画、震える話がゾクゾク登場！「真夏の怪奇特集」！！怪談、オカルト、ホラー漫画、震える話がゾクゾク登場！「真夏の怪奇特集」！！

令和のトップアイドル乃木坂46が昭和＆平成
のヒットソングに挑戦！

8/3・10・17・24・31［水］午後11:00～他
声優、歌手として活躍中の新田恵海が、ゲスト
の飯田里穂とともに無人島キャンプに挑戦！

8/10・24［水］深夜0:00～他 8/6・20［土］午後11:00～他
百戦錬磨のベテラン雀士による、円熟の技と巧
みな心理戦によるハイレベルな対局をお届け。

8/2・9・16・23・30［火］午後11:00～他
人気女性パチンコライター 7名が、自腹実戦
でリーグ戦を戦う！

モンド麻雀プロリーグ21/22 第16回名人戦えみつんキャンプ！ ガールズパチンコリーグ・スーパー

東京喰種トーキョーグール（第1期）
東京喰種トーキョーグール√A（第2期）他

8/4［木］スタート［月～金］午後9:30～ ＜3話連続＞
コミックス累計全世界4700万部を超える人気の
「東京喰種トーキョーグール」アニメシリーズを連続放送！

「LOVE＆アイドル」集中放送

8/1～5・15～19［月～金］深夜1:00～ ＜2話連続＞
熱帯夜がさらにアツくなる・・・？！極上イメージ映像を二本立てでたっぷりとお届け！！

終電怪談／怪談旅館
 8/4・11・18［木］午後11:00～ ＜3話連続＞

業界で最も注目されている最恐怪談家・ぁみによる怪談トーク番組。真夜中の駅に迷い込
んだ乗客・旅館を訪れた客に怪談話を繰り広げる… 。
その他、ゲストと互いの秘蔵コレクションについて語り合う「田中俊行のオカルト・コレク
ション」、ホラー漫画家が自らの作品について解説する「ホラー漫画劇場」を集中放送！

乃木坂スター誕生！CS初CS初

新番組新番組

新番組新番組

岸明日香／香るあした岸明日香／香るあした 山地まり／君との始まり山地まり／君との始まり 中村静香／しずかの季節中村静香／しずかの季節



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！

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

運珍のおやじパチンコ道 諸ゲンのパチスロキングダム
鉄道ひとり旅～女子鉄編～ 俺プロ！～俺たちのプロ野球～

ガールズパチンコリーグ・サファイア

サウナを愛でたい かまいたちの掟
女子プロレス伝説 超嬢血戦

麻雀 BATTLE ROYAL 
チーム・チャンピオンシップ 

2022

7日～ トップギア シリーズ29 
21日- 
奇々怪 ！々迷信探偵ファイル 
～祟りと呪いの謎を追え～

MONDO
プライムシアター

7日～
「戦慄トークショー
永野が震える夜」集中放送
14日～(12:30～)

「田中俊行のオカルト・
コレクション」集中放送  /
 (16:30～)
コスプレJAPAN
21日～

「ホラー漫画劇場」
集中放送  /
 (15:00～)
MONDOプライムシアター 
リミット・オブ・アサシン
＜R-15＞
28日- (10:00～17:30)
映画「カイジ」シリーズ
集中放送 

ザ・純烈ショー！3

モンド麻雀プロリーグ
21/22 

第16回名人戦

大人のプラモ道

守山塾

運珍のおやじパチンコ道 俺プロ！
～俺たちのプロ野球～

諸ゲンの
パチスロキングダム

モンド麻雀プロリーグ
21/22 

第16回名人戦常勝理論！

玉袋筋太郎の
レトロパチンコ☆DX MONDO

プライムシアター

えみつんキャンプ！

6日～ 怪談タクシー 
20日～ 終電怪談 怪談テラーズ

MONDOシアター

★麻雀 BATTLE ROYAL 
チーム・チャンピオンシップ 

2022

新TV見仏記6日～ 
コサキンのラジオごっこ 
20日～ コスプレJAPAN

★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16回名人戦
★LOVE＆アイドル

MONDO
プライムシアター

おふろやさん日和2

乃木坂スター誕生！
7日- 声春っ！ 
14日～ 
田中俊行のオカルト・コレクション

Sweet Angel

1日～ ガールズパチンコリーグ・プラチナ　　17日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5

1日～ 守山塾　　15日～ ガールズパチンコリーグ・ルビー　　31日- 常勝理論！

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16回名人戦

守山塾 常勝理論！

麻雀 BATTLE ROYAL
チーム・チャンピオンシップ 

2022
2日～ サウナを愛でたい 
30日- 新TV見仏記

諸ゲンのパチスロキングダム 運珍のおやじパチンコ道
えみつんキャンプ！ 乃木坂スター誕生！ 5日- 声春っ！ 

12日～ 田中俊行のオカルト・コレクション

1日～ MASTERキートン　　25日- (10:30～) コスプレJAPAN　　26日～ 俺プロ！～俺たちのプロ野球～

1日～ 大人のプラモ道　　12日- (11:30～) おふろやさん日和2
15日～ 諸ゲンのパチスロエスコート　　19日～ いいね！パチスロリーグ

モンド21麻雀プロリーグ09/10 
1日- 第10回モンド21杯　2日～ 第4回名人戦　24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 
30日～ 第8回女流モンド杯

あつまれ！パチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ
21/22 

第16回名人戦

常勝理論！ ガールズパチンコリーグ・
スーパー 守山塾

えみつんキャンプ！ 諸ゲンの
パチスロキングダム 運珍のおやじパチンコ道 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

1日～ 旧車TVレストア・ファクトリーSeason2　　22日～ 旧車TV レストア・ファクトリー Season3

1日～ 第15回麻雀カボクイーンカップ 
 

モンド麻雀プロリーグ14/15 
8日～ 第1回女流モンド チャレンジマッチ　12日～ 第12回女流モンド杯

鉄道ひとり旅～女子鉄編～

1日～ 「戦慄トークショー 永野が震える夜」集中放送　　15日～ (19:30～) 「田中俊行のオカルト・コレクション」集中放送
19日- (19:30～) コスプレJAPAN　　22日～ 「ホラー漫画劇場」集中放送

25日～ 「試してバッテン！？良い子は絶対真似しないでね」集中放送

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16回名人戦

諸ゲンの
パチスロキングダム 運珍のおやじパチンコ道 的場浩司の

スイーツ男子塾！
俺プロ！

～俺たちのプロ野球～

1日～ 「モンド麻雀プロリーグ21/22 第22回モンド杯」集中放送 
4日～ ★東京喰種トーキョーグール（第1期）　　10日～ ★東京喰種トーキョーグール√A（第2期）

　16日～ ★東京喰種トーキョーグール:re（第3期）　　22日～ ★東京喰種トーキョーグール:re（最終章） 
26日～ 「運珍のわらしべパチンコ道！」集中放送　　31日- (22:00～) 「諸ゲンのパチスロエスコート」集中放送

MONDO
プライムシアター

★モンド麻雀プロリーグ
21/22 

第16回名人戦

★乃木坂スター誕生！ 4日- ★終電怪談 
11日～ ★怪談旅館 
25日-
トップギア
ネパール・スペシャル

★運珍のおやじパチンコ道
3日- ★声春っ！ 
10日～
田中俊行のオカルト・コレクション

★諸ゲンの
パチスロキングダム

★えみつんキャンプ！ ★俺プロ！
～俺たちのプロ野球～

1日～ 女子プロレス伝説 超嬢血戦　　11日～ 他人のSEXで生きてる人々3

ガールズパチンコリーグ・
スーパー 常勝理論！ 守山塾

運珍のおやじパチンコ道
あつまれ！パチスロリーグ

諸ゲンの
パチスロキングダム

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 
 

1日～5日、15日～19日 (1:00～) 「LOVE＆アイドル」集中放送

コスプレJAPAN

1日～ グラゼニ　　22日～ 怪談タクシー　　25日～ 終電怪談　　30日～ 怪談旅館

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17/18 
1日～ 第18回モンド杯　14日～ 第12回名人戦　30日～ 第14回モンド王座決定戦

1日～ 俺プロ！～俺たちのプロ野球～　　14日～ かまいたちの掟

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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