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『麻雀ミステリーツアー 』



2

６０分 全１回

■９/1(土)午後10:00～11:00 他放送日

『麻雀ミステリーツアー 』タイトル

麻雀探求！ 発祥から未来まで！麻雀の知られざる謎が明らかに！？
他では絶対見られない“麻雀トリビアクイズ”バトル！

約１５０年前に誕生したとされる麻雀。日本に伝わってからもおよそ100 年。
「誕生したての麻雀は今の麻雀とはかなり違っていた！？」
「元々は貴族や文化人の遊びだった！？」
「全自動麻雀卓はどこまで進化する！？」

ファンのみならず興味を魅かれる麻雀の奥深い世界。
奥深い世界の誕生から未来までを人気女流プロ雀士がそれぞれレポート。
とっておきの話題をクイズとして出し合います。
また、クイズでは「麻雀のルールを活かした新システム」を発案！
麻雀対局さながらの熱い戦いもお見せします。
MONDO TVがおくる、他では絶対に見られない“麻雀トリビアクイズ”バトル。
『麻雀ミステリーツアー』です。

【出演者】
■MC：小倉淳
■コメンテーター：馬場裕一（麻雀評論家/プロ雀士）
■【解答者/レポーター】二階堂亜樹/二階堂瑠美/宮内こずえ/和泉由希子

ハイビジョンスペシャル番組 麻雀
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６０分 全３回

放送日

『MONDO式 麻雀 』タイトル

アンジャッシュ児嶋、ワッキーが参戦！
MONDO TV独自で発案の“新ルール麻雀”！麻雀の新しい魅力を提案！

麻雀がより楽しくなる！雀力がアップする！
MONDO TVが独自に発案した“ＭＯＮＤＯ式 新ルール麻雀”でプロ雀士と麻雀好き芸人が実践対局！！
麻雀の新しい魅力を提案していきます。

麻雀には多くの人が知らない、楽しい特殊ルールが沢山あります。
MONDO TVでは「普段の麻雀にない面白さがあること」「実際の麻雀の強化になること」の２点を軸に、
これまで無いような画期的な麻雀の新ルール「ＭＯＮＤＯ式 麻雀」を独自に発案！
番組では、プロや麻雀好き芸人たちが実際に対局し、 「ＭＯＮＤＯ式麻雀」の魅力を紹介。
MONDO TVが発案した新たなルールで、より深い麻雀の魅力をお伝えします！

【出演者】
・芸人 児嶋一哉（アンジャッシュ）、脇田 寧人（ペナルティ）
・プロ雀士 佐々木寿人、滝沢和典、前原雄大、瀬戸熊直樹、和泉由希子、石井あや

ハイビジョンスペシャル番組 麻雀

「ＭＯＮＤＯ式 麻雀」番組ルール
１、「MONDOリーチ棒」
点棒とは別に、各人に１本ずつ配布。これを出してリーチをして上がると、
通常の上がり点数×2倍。
但し各自1回しか使用できない！出しどころが勝負のポイントになる！！

２、「MONDO Joker」
「MONDO Joker」とはこれを持っているプレイヤーはすべての支払いが倍になります。
自分が上がれば他家に「MONDO Joker」を渡すことができます。

３、「種別オールマイティー」
通常の<五万><５ピン><５ソウ><白>のそれぞれ１枚を<☆万><☆ソウ><☆ピン><☆>に変更！
<☆万、ピン、ソウ>はその種類の１～９まですべての牌として使用可能！
<☆>は全種類の字牌として使用可能！

■＃１ ９/１５(土)午後10:00～11:00 他
■＃２ ９/２９(土)午後10:00～11:00 他
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人気麻雀アニメ２作品を全話一挙放送！
のちに｢坊や哲｣と呼ばれる伝説の玄人(バイニン)の勝負に生きた物語を描いた

『勝負師伝説 哲也(全20話)』
｢裏の麻雀界」を震撼させることになる伝説の代打ち・赤木しげるの物語を描いた

『闘牌伝説アカギ(全26話)』を一挙集中放送。

雀聖と呼ばれた男｢哲也｣ VS 闇に舞い降りた天才｢アカギ｣(特集)

『勝負師伝説 哲也』全20話
9/4（火）午後9:30  #1牌の魔術師
9/4（火）午後10:00 #2玄人の掟
9/4（火）午後10:30 #3勝者の条件
9/5（水）午後9:30  #4新宿最強コンビ誕生
9/5（水）午後10:00 #5東洋一対新宿一
9/5（水）午後10:30 #6底力
9/6（木）午後9:30  #7天運
9/6（木）午後10:00 #8忍び寄る死神
9/6（木）午後10:30 #9死神封じ
9/7（金）午後9:30  #10魔眼再び
9/7（金）午後10:00 #11闇の終わり
9/7（金）午後10:30 #12不死身の女
9/11（火）午後9:30 #13華のいのち
9/11（火）午後10:00 #14届かぬ通し
9/11（火）午後10:30 #15コンビの絆
9/12（水）午後9:30  #16本物の玄人
9/12（水）午後10:00 #17甦る伝説
9/12（水）午後10:30 #18別れの天和
9/13（木）午後9:30  #19「ドラ！ドラ！ドラ！」
9/13（木）午後10:00 #20俺たちの世界

『闘牌伝説 アカギ』全26話
9/18（火）午後9:30  #1闇に舞い降りた天才
9/18（火）午後10:00 #2資質の覚醒
9/18（火）午後10:30 #3異端の策略
9/19（水）午後9:30  #4本物の無頼
9/19（水）午後10:00 #5裏切りの絶一門
9/19（水）午後10:30 #6悪漢の資質
9/20（木）午後9:30  #7無邪気な悪鬼
9/20（木）午後10:00 #8復活の前兆
9/20（木）午後10:30 #9天才の真贋
9/21（金）午後9:30  #10逆襲の予告
9/21（金）午後10:00 #11絶望への布石
9/21（金）午後10:30 #12偶機の魔法
9/25（火）午後9:30  #13風雷の軌道
9/25（火）午後10:00 #14羅刹の新章
9/25（火）午後10:30 #15逢魔が時
9/26（水）午後9:30  #16破滅の闘牌
9/26（水）午後10:00 #17異才の証明
9/26（水）午後10:30 #18呪縛の牌姿
9/26（水）午後11:00 #19鬼神の昏迷
9/27（木）午後9:30  #20希望と愚行
9/27（木）午後10:00 #21一縷の幻想
9/27（木）午後10:30 #22作為の足枷
9/27（木）午後11:00 #23剛運の威力
9/28（金）午後9:30  #24魔物の意思
9/28（金）午後10:00 #25殺意の誘惑
9/28（金）午後10:30 #26狂気と闇と・・・

（Ｃ）さいふうめい・星野泰視/講談社/｢哲也｣製作委員会 （C）福本伸行／竹書房・VAP・4cast・NTV
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９０分毎週 全１６回

■毎週［火曜］午後11:00～0:30 他放送日

モンド麻雀プロリーグ12/13

『第10回女流モンド杯』#８～１１

タイトル

決勝進出を左右する中盤戦の模様をお届け！！
人気の高い女流雀士の中でもタイトルを保持し、実力も持ち合わせたトッププロだけを集めた
真剣対局番組。これまで８名だった出場選手枠を１２名に増やし、計１２名の女流雀士による
意地とプライドをかけた熱い対局を放送！出場人数が増えたことでこれまで以上の激戦が
繰り広げられることは必至！

ハイビジョン新番組

二階堂瑠美
（日本プロ麻雀連盟）

二階堂亜樹
（日本プロ麻雀連盟）

宮内こずえ
（日本プロ麻雀連盟）

清水香織
（日本プロ麻雀連盟）

和泉由希子
（日本プロ麻雀連盟）

魚谷侑未（初出場）
（日本プロ麻雀連盟）

涼崎いづみ
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

石井あや
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

和久津晶（初出場）
（日本プロ麻雀連盟）

黒沢咲
（日本プロ麻雀連盟）

大崎初音
（日本プロ麻雀協会）

茅森 早香
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

■対戦組み合わせ（予定）
#8 黒沢 × 大崎 × 涼崎 × 和泉 解説：瑠美
#9 宮内 × 瑠美 × 清水 × 和久津 解説：魚谷
#10 魚谷 × 黒沢 × 大崎 × 瑠美 解説：涼崎
#11 石井 × 亜樹 × 和久津 × 和泉 解説：宮内

麻雀
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新たな出演者３名を加えて総勢5名のスロッターによるパチスロバトルスタート！
5人のスロッターが｢勝負にこだわり｣、｢収支にこだわる｣１対１のマッチプレー方式のパチスロバト
ルを展開し、リーグ制覇を目指す。
出演は、おなじみ｢木村魚拓｣｢嵐｣の人気スロッター、
そして新たに｢チャーミー中元｣｢源悟郎｣｢河原みのり」が加わってよりパワーアップ！

■リーグ参加者
木村魚拓（パチスロ必勝ガイド）
嵐 （パチスロ必勝本）
源悟郎（パチスロ攻略マガジン）
チャーミー中元
河原みのり

３０分 隔週

■＃１ ９/ ８(土)午後11:30～深夜0:00 他
■＃２ ９/２２(土)午後11:30～深夜0:00 他

放送日

『行くぜっ！パチスロリーグ』タイトル

ハイビジョン パチ＆スロ

＃1、2 「木村魚拓 ＶＳ 河原みのり」前後半戦
今回の戦いは木村魚拓と初登場の河原みのり、木村の破天荒な立ち回りに、現在、最も注目されるビジュ
アル系スロッター河原みのりは、どう立ち向かうのか？！その行方が見逃せない！

ＶＳ

新番組
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３０分 隔週

放送日

『アイドル潜入捜査』タイトル

ハイビジョン

アイドルがカラダを張ってキワドイ実体験リポート、ディープな世界を見せます！
複雑に入り組んだ現代社会、その中には我々の想像を絶する謎のスポットや職業が数多く存在する。
果たして、それらはいかなるものなのか？
番組ホストのテリー伊藤の命を受けたグラビアアイドルが、カラダを張って体験リポート。

■＃５ ９/ １（土）午後9:00～9:30 他
■＃６ ９/１５（土）午後9:00～9:30  他
■＃７ ９/２９（土）午後9:00～9:30  他

エンタメ

＃５「ヤンキーのバイブル！雑誌「チャンプロード」の編集部に潜入！」
ヤンキー御用達雑誌を手がける編集部にアイドルが潜入！
果たして彼女は雑誌記者のアシスタントとして無事取材ができるのか？

＃６ 「嘘か真か！ナゾの催眠術セミナーに潜入！」
誰もが一度はテレビや雑誌で見たことがある｢催眠術｣！
今話題の催眠術師にアイドルが１日弟子入り！？果たして催眠術はホンモノなのか？
それとも単なる演出なのか？そして彼女は催眠術をマスターできるのか？
また、催眠術イベントにも潜入！！その驚愕の内容とは？

＃７ 「闘う乙女！女子プロレスに潜入！」
華やかで艶やかで魅力的な乙女たちの戦場女子プロレスの裏側に潜入！
鬼コーチの血のにじむ特訓にアイドルは？
また試合会場にも潜入！果たしてアイドルが見た女子プロの裏側とは？

■番組ホスト：テリー伊藤
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３０分 隔週

放送日

『 The MONDO Times 』タイトル

ルー大柴が美人秘書と体当たり取材で贈る知的エンタメ番組！

経営状態が厳しい出版社が発行する架空の文化情報紙｢The MONDO Times｣。
紙面づくりの為、ルー大柴編集長と秘書が体当たりで取材。現代人が生き抜くために必要な様々な
文化・情報を伝えるため、自ら体を張ってゲストにインタビュー。

30代後半から50代の男性にとって役立つような勉強になる話しをするゲストと、マニアックな、くだ
けたテーマを話すゲストの２人が各々登場。
ゲストは、知名度のある人物や、知名度はなくともMONDO TV視聴者の興味をそそる人物を厳選！
思いもよらぬ教養やマニアックな知識が得られるエンタメ番組です！

ハイビジョン

■ ＃５ ９/ ５（水）深夜0:00～0:30 他
■ ＃６ ９/１９（水）深夜0:00～0:30 他

エンタメ

#5 ゲスト（予定）

＃6 ゲスト（予定）

shio（56歳）服飾デザイナー
メイド服の業界大手キャン
ディーフルーツでデザイン総
合プロデュースする。
また最近は男の遊び着SHIO
を立ち上げ男性下着のデザ
インに力を入れている。衣装
を手がけた主なアイドルは
アイドリング!!!

白澤卓二（５４歳）
アンチエイジング
順天堂大学院医学研
究科加齢制御医学講
教授。
日本加齢医学会理事。
著書：
30万部を突破した『100
歳までボケない101の
方法』

がーまるちょば
（パントマイムアーティスト）
「が〜まるちょば」とはグルジ
ア語で「こんにちは」の意味
。徹底して創り込んだ舞台
公演と、ライブ感爆発のスト
リートショーの2つを軸に活
動している。
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３０分 隔週

放送日

『ワンダーJAPAN TV』タイトル

ハイビジョン

日本の日本の「ワンダースポット」の数々を紹介！！

#17 住友奔別炭鉱立坑櫓
鉄骨を鳥居のように組んだだけの無骨な造形い「奔別」の文字。
昭和35年当時、昇降装置に最新システムが導入され、東洋一と謳
われた北海道三笠市にある立坑櫓も今は廃墟に。高さ51m、内径
6.4m、深さ約750m。炭坑遺跡は数あれど、その巨大さと異様さは
独特のもの。1971年に閉山。

#16 京浜工業地帯
京浜工業地帯は東京・川崎・横浜を中心とした日本最大の工業地帯。
工場萌え、工場の景観に心惹かれるものにとってのいわば聖地ともいえよ
う。プラントの複雑な配管、錆の流れた跡、煙突やタンクが織り成す造形の
面白さ、そして日没後、造形のシルエットをドラマチックに演出する作業灯
の輝き。魅惑の工場景観をご堪能ください。

雑誌『ワンダーJAPAN』とのコラボレーションで生まれた日本の《異空間》探険番組。
身近な生活空間に突如現れる「ワンダースポット」の数々を紹介。

■ ＃１６ ９/１２（水）午後11:30～0:00 他
■ ＃１７ ９/２６（水）午後11:30～0:00 他

エンタメ
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３０分 隔週

放送日

『みうらじゅん＆山田五郎の親爺同志』タイトル

MONDO TVでしか見られない二人のトークバラエティ！
サブカルの帝王・みうらじゅんと、
ウンチクキング・山田五郎の妄想トークが
大爆発するMONDO TVでしか見られないオリジナル番組。

格言、ことわざなどにみうらじゅん、山田五郎なりの定義・解釈をつけていく新コーナー「親爺苑」、
さらに、視聴者、観覧者からの「お悩み」相談や疑問を解決へと導いていくコーナーも登場。

収録会場「寄席」で繰り広げられる、サブカル両巨頭の、話芸のスペクタル。
乞うご期待！

山田五郎 みうらじゅん

ハイビジョン

■ ＃１７ ９/ ６（木）午後11:00～11:30 他
■ ＃１８ ９/２０（木）午後11:00～11:30 他

エンタメ
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６０分 全15話

放送日

『陰謀のセオリーUSA 』タイトル

ジェシー･ベンチュラが、現代の陰謀の裏に隠された真偽に迫る！
ジェシー･ベンチュラ・・・米海軍特殊部隊の一員として世界で最も危険と言われる任務を遂行し、またプロレスラーとし
ての活躍が認められWWE殿堂入りを果たした男。さらにはミネソタ州知事に就任し、政治的地位をも手に入れた。

そんな彼がこのシリーズで挑むのは、かつてないほど切実な現代の陰謀の裏に隠された真実を明かすという事。
ジェシー･ベンチュラが事件を調査するため全米を駆け巡り、その陰謀の真偽に迫る！

TM & © Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

ハイビジョン

■ ＃８ ９/１４（金）深夜0:00～1:00 他
■ ＃９ ９/２８（金）深夜0:00～1:00 他

エンタメ

#8 生物兵器研究所”プラムアイランド”
ロングアイランド沖の、謎めいたプラムアイランド動物調査センターで、政府が生物戦の実験を行っているという疑惑を調
査するため、ジェシーは海に繰り出し、後に連邦議会に踏み込む。当初は元ナチスの科学者が生物戦の研究所として設
立したこのセンターは、アフリカ豚インフルエンザやライム病といった病気やウィルスを、全米に蔓延させたとして非難され
ていた。

#9 エリア 51
ネバタ砂漠にある、軍の秘密の研究基地には、何年も前から疑惑が渦巻いていた。ジェシーはエリア 51で衛兵と対峙し、
共同テロリズムのタスクフォースが、このエリアの監視員2人の家宅捜査を行ったのはなぜかを探ろうとする。そして政府
がUFOの目撃と宇宙人による誘拐を装って、この怪しげな基地の秘密を隠そうとした証拠を探す。

ジェシー・ベンチュラ

日本初放送！

【番組監修】解説執筆：テレンス・リー

『陰謀のセオリー』 ＃008
解説執筆：テレンス・リー

生物兵器はその使用も研究もジュネーブ
条約で禁じられている。だが、アメリカ国内
だけでも千数百ヶ所の細菌研究所があり、
全世界ではさらに多くの施設があると考え
られる。もちろん、日本国内にも同類の施
設は存在する。怖ろしいのは、そうした施
設のすべてが完璧に防疫されていないこと
だ。管理の杜撰な施設からはいまも危険な
物質が漏れ、静かに拡散を続けている。細
菌という見えない脅威に人類が滅ぼされる
のは明日かもしれない。



12

３０分 隔週

放送日

『イメ☆パラ 』タイトル

セクシーアイドル界の２大トップスター「RIO」と「みひろ」がＭＣとなり、毎回ゲストアイドル２人とゲームを
したり、コスプレで演技対決をしたり、「女子会」トークなどで盛り上がる楽しいコーナーが満載の番組。
＃７では、メイドのコスプレで「職場で好きになってしまった先輩にメイド姿でアタック！」するシュチュエー
ション対決を行います。セクシーなメイド姿は必見です！

ハイビジョン

■ ＃８ ９/ ７（金） 午後11:00～11:30 他
■ ＃９ ９/２１（金） 午後11:00～11:30 他

人気アイドル人気アイドルRio＆みひろががMCMCのバラエティー番組！のバラエティー番組！

アイドル

みひろ（右）
生年月日： １９８２年 ５月１９日
Ｔ：１５３ Ｂ：８２ Ｗ：５９ Ｈ：８４

Ｒｉｏ（りお）（左）
生年月日： １９８６年 １０月２９日
Ｔ：１５４ Ｂ：８４ Ｗ：５８ Ｈ：８３

Rio、琥珀うた（ゲスト）、香西咲（ゲスト）、みひろ

琥珀 うた（こはく うた）右から2番目
1992年2月14日生まれ
Ｔ：167 Ｂ：80（Ｃ） Ｗ：60 Ｈ：88

香西 咲（こうざい さき）右端
1986年3月30日生まれ
Ｔ：162 Ｂ：84 Ｗ：57 Ｈ：85
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３０分 隔週

放送日

『女神降臨』タイトル

ハイビジョン アイドル

■＃５２ ９/１４（金）午後11:30～0:00 他
■＃５３ ９/２８（金）午後11:30～0:00 他

今もっとも“旬な”人気上昇中アイドルのキュートな姿をお届け！
今もっともHOTなグラビアアイドルが勢揃い！
ロケーションを南国にこだわり、彼女たちの最も美しい瞬間や、セクシーなイメージはもちろん
あどけない可愛らしさを美しい映像で収録！新感覚のグラビアアイドル番組、ついに降臨！

#52 立花陽香（たちばな はるか）
生年月日／ 1991年12月1日
サイズ/T:158 B：86 W：60 H：85cm 
血液型／ O型
趣味・特技／ 野球、登山、ゴルフ、人を笑わせること、
ものまね、刺繍、裁縫
出身地／ 東京都

#53 柑乃美優（かんの みゆ）
サイズ/T:158 B：80 W：58 H：83cm 
特技： 数学、ピアノ、ベース、ドラム
日本大学 理工学部 数学科 １年
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９０分

放送日

『SL日和』タイトル

函館本線のSLを迫力の映像でお届け！

熱狂的なファンを持つ蒸気機関車、別名「SL」。
今もなお現役で日本各地を走っているSLの姿を余すところなく、迫力の映像で捉えたのがこの｢SL日和｣シリーズ。

北は北海道から南は九州・熊本まで、その昭和の香り懐かしさは、鉄道ファンならずとも必見の映像です。
【シリーズ本数：9本】
大井川鐵道（静岡県）／山口線（山口,島根県）／肥薩線（熊本県）／真岡鐵道（茨城,栃木県）／磐越西線（新潟,福島県）
秩父鉄道（埼玉県）／釧網本線（北海道）／函館本線 SL函館大沼号編（北海道）／函館本線 SLニセコ号編（北海道）

＃8 函館本線物語① SL函館大沼号編 ＜2011年＞
北海道の函館駅から森駅（上り/62.3Km／下り/49.5Km）までをひた走る函館本線のSL『函館大沼号』。春と夏、眩しく美し
い緑の中を走り抜けるのはC11形171号機である。函館はもとより、北海道の鐵道には深い縁を持つ歌人・石川啄木の旅
の軌跡や短歌とともに、雄大且つ歴史ロマン溢れる北海道の大地を旅していく。同時に、かつて函館本線を走っていた
C62の貴重な資料映像も交えながらSLを愛する人々と、その沿線を愛する人たちの想いも紹介する。

#9 函館本線物語② SLニセコ号編 ＜2011年＞
北海道の札幌駅から蘭越駅（122.9Km）間をひた走る函館本線のSL『ニセコ号』。大都市札幌を出発し、港町の小樽を経
て、厳しい山間部を乗り越えて行くのはC11形171号機。その姿は、北海道開拓時代の鉄道を彷彿させ、蒸気機関車の原
点を感じさせてくれる。かつて同じ路線を走っていた数々の蒸気機関車の貴重な映像を交えながら、北海道の鉄道の歴
史をたどり、壮大ロマンの旅を描く。

（C）eレール

ハイビジョン

■ ＃８ ９/ ９（日）午後9:00～10:30 他
■ ＃９ ９/２３（日）午後9:00～10:30 他

エンタメ
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３０分 毎週 全２５回

■毎週［木曜］深夜0:00～0:30 他放送日

『咲-Saki- 』タイトル

ハイビジョン 麻雀

女子高生たちが麻雀で全国大会を目指す“美少女麻雀アニメ”！
萌え系麻雀のムーブメントを起こした萌え系麻雀のムーブメントを起こした“美少女麻雀アニメ”！

宮永咲(みやながさき)は高校一年生。奇跡的な麻雀を打ってのける(毎局プラスマイナスゼ
ロで和了ることができる)美少女。原村和(はらむらのどか)の天才的な打ち方に感化され麻雀部に
入部することを決意する。二人の天才美少女がインターハイの頂点を目指す！！

#8 前夜
順調に勝ち進み、県予選・決勝まで駒を進めた清澄高校麻雀部。みんなと一緒に全国へ行く
…！その気持ちを改めて確かめ合う咲と和。しかし、龍門渕、風越、鶴賀のメンバーもまた、
負けられない想いを強く抱いていた。

#9 開眼
決勝戦へ臨む清澄高校麻雀部に緊急事態が発生！優希の力の源「タコス」が奪われてし
まった！ショックで涙を浮かべる優希だが、彼女の肩に手が優しく差し述べられる。それは優
希と対戦する風越女子の部長、福路美穂子だった。

#10 初心者
次峰戦開始直後、まこは早々とメガネを外す。裸眼となった視界には、過去に記憶した膨大
な観戦記録がイメージとなって浮かび上がっていた。これらのイメージ（記憶した観戦内容）が、
大事な局面で手助けとなり有利に闘いを進めていくハズだったのだが…

#11 悪戯
中堅戦に挑む久は、自らを不利な状況に追い込む打ち方を続けていた。しかし、これこそが
勝負時に魅せる彼女のスタイルだった。勢いに乗った久は、他校を圧倒し首位に躍り出る。
対して最下位に落ちた龍門渕高校の国広は、自分を戒める鎖に「うずき」を感じていた…。

（C）小林 立/スクウェア・エニックス・清澄高校麻雀部
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９０分

９/３(月)午後11:00～深夜0:30 他放送日

『むこうぶち5』タイトル

袴田吉彦、風間トオル、ガダルカナル・タカ、及川奈央、高田延彦らが出演！
人気投票、不動の１位！人気NO.1の麻雀漫画、実写化作品！

＜ストーリー＞
大学教授・日陰（風間トオル）は物事を確率・理論で淡々と片付ける氷の様な男である。ある日、クラブで知り合った詩
織（及川奈央）とマンション麻雀に行った日陰は、人鬼と呼ばれる”傀”（袴田吉彦）と出会う。傀の手口を確率で見破り
打破していこうと勝負に挑む日陰だったが・・・好機を我が物にしようと人鬼・傀に勝負を挑む人々の行き着く先
はーーー！？圧倒的なリアル感で送る麻雀エンターテインメント・シリーズ第五弾！！"傀"が魅せる、華麗なる麻雀捌
きを是非その目で！！

監督・脚本：片岡修二 闘牌指導：ケネス徳田 佐藤聖誠 大窪貴大
出演：袴田吉彦/風間トオル/ガダルカナル・タカ/及川奈央/石濱朗/遠野舞子/下元史朗/三上剛/

宮内こずえ/成瀬朱美/高田延彦 ほか

(C)竹書房/天獅子悦也/GPミュージアムソフト

MONDOシアター Ｖシネマ
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９０分

９/１０(月)午後11:00～深夜0:30 他放送日

『むこうぶち6』タイトル

袴田吉彦、ガダルカナル・タカ、及川奈央、高田延彦らが出演！
人気投票、不動の１位！人気NO.1の麻雀漫画、実写化作品！

＜ストーリー＞
キャバクラのスカウトマン深見（城咲仁）は、女衒でありながら雀力で成り上がりを狙う野心家の男。ある日、無敵の雀
鬼・傀（袴田吉彦）に復讐を目論む、NO.1ホステス麗華（街田しおん）から代打ちを依頼された深見は、己の出世をもか
けて傀に挑む。女衒vs鬼、果たして地獄の門をくぐり抜けるのは・・・・男たちの熱い戦いが繰り広げられる、ご存じ大
ヒットシリーズ第６弾！！

監督・脚本：片岡修二 闘牌指導：ケネス徳田 佐藤聖誠 大窪貴大
出演：袴田吉彦/城咲仁/ガダルカナル・タカ/及川奈央/街田しおん/下元史朗/三上剛/

宮内こずえ/成瀬朱美/折原みか/高田延彦 ほか

(C)竹書房/天獅子悦也/GPミュージアムソフト

MONDOシアター Ｖシネマ
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９０分

９/１７(月)午後11:00～深夜0:30 他放送日

『むこうぶち7』タイトル

袴田吉彦、デビッド伊東、ガダルカナル・タカ、及川奈央、高田延彦らが出演！
人気投票、不動の１位！人気NO.1の麻雀漫画、実写化作品！

＜ストーリー＞
詩織（及川奈央）の店に新人として入店した凛香（華彩なな）を気に入った安永（高田延彦）。彼女に誘われるまま訪れた
のが、元麻雀プロ・前野（デビット伊東）が営む、マンション麻雀の店だった。いかさまで、次々と女たちを喰い物にする前
野は、また凛香も借金で身動き取れないようにして、“カモ”を集めさせていた。前野のいかさまを見抜いた安永は、無敵
の雀鬼・傀（袴田吉彦）に声を掛けるのだが・・・・圧倒的なリアル感で観る者を放さない、ご存じ大ヒットシリーズ第７弾！

監督・脚本：片岡修二 闘牌指導：ケネス徳田 梶本琢程 佐藤聖城 大窪貴大／闘牌アドバイザー：馬場裕一
出演：袴田吉彦/デビッド伊東/ガダルカナル・タカ/及川奈央/華彩なな/史朗/三上剛/

宮内こずえ/成瀬朱美/黒部幸英/岡田正典/高田延彦 ほか

(C)竹書房/天獅子悦也/GPミュージアムソフト

MONDOシアター Ｖシネマ
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９０分

９/２４(月)午後11:00～深夜0:30 他放送日

『むこうぶち8』タイトル

袴田吉彦、ガダルカナル・タカ、及川奈央、高田延彦らが出演！
人気投票、不動の１位！人気NO.1の麻雀漫画、実写化作品！

＜ストーリー＞
ある日、プロボクサーの柳野（山下徹大）は、借金まみれのジムの土地を狙う不動産屋に、詩織（及川奈央）の店に連
れていかれる。並みはずれた動体視力で相手の牌を読み、バカ勝ちをした柳野は、麻雀で勝ち続ければジムを救える
のでは？と躍起になる。しかし、目の前に現れたのは、神出鬼没の人鬼・傀（袴田吉彦）だった。序盤、調子よく勝ちを
重ねる柳野に、顔色ひとつ変えない傀！大人気シリーズ第８弾、一手一手から目が離せない！！

監督・脚本：片岡修二 闘牌指導：ケネス徳田、梶本琢程、佐藤聖城、大窪貴大／闘牌アドバイザー：馬場裕一
出演：袴田吉彦/山下徹大/ガダルカナル・タカ/及川奈央/史朗/三上剛/

宮内こずえ/成瀬朱美/松田直樹/伊藤克信/高田延彦 ほか

(C)竹書房/天獅子悦也/GPミュージアムソフト

MONDOシアター Ｖシネマ
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６０分 隔週

放送日

『パチスロ常勝理論！』タイトル

「パチスロ常勝理論！」がパワーアップ！
パチスロで常勝するための方法論を徹底的に「理論武装」する！

取材可能ハイビジョン

■＃１６９ ９/ ２（日）深夜0:00～1:00 他
■＃１７０ ９/１６（日）深夜0:00～1:00 他
■＃１７１ ９/３０（日）深夜0:00～1:00 他

パチ＆スロ

パチスロライターのポロリとワサビ、そしてゲスト出演者が「ホールの特徴」「イベントの状
況」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
展開し、そして実戦していきます。

■常勝の為の三ヶ条
１、機種の内部仕様やシステムをしっかりと把握する
２、無駄な投資をしない
３、過度な夢や妄想を抱かない

出演：ポロリ、ワサビ

出演：ポロリ、ワサビ
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３０分 隔週

放送日

『パチンコ勝ち台実戦チェック！２』タイトル

■＃６４ ９/ １(土)午後11:00～11:30 他
■＃６５ ９/１５(土)午後11:00～11:30 他
■＃６６ ９/２９(土)午後11:00～11:30 他

取材可能ハイビジョン

新機種や人気機種を中心に実戦するパチンコ番組。
旬な機種、人気の機種という、パチンコファンにとって‘気になる’機種

の実力判定、および、その機種の楽しみ方を、ホール実戦にて披露！

当番組は「勝てる？勝ちやすい？機種か」を営業中のホールで
実地調査スタイルで検証。パチンカーが気になっている機種に
ついて「お得な情報、本当に価値ある情報」を伝えていきます！

パチンカーが必要とするお得で価値ある情報を伝えます！

かおりっきぃ☆（パチンコ必勝ガイド）左

パチ＆スロ

ヒラヤマン（パチンコ必勝本）
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６０分 隔週

放送日

『パチンコ激闘伝！実戦守山塾』タイトル

■＃８９ ９/ ９(日)午後11:00～深夜0:00 他
■＃９０ ９/２３(日)午後11:00～深夜0:00 他

「勝つパチンコ」の奥義がわかる番組。ホール実戦にて、勝つために有効な
知識と技を見せていきます。
毎回、プロパチンカーがゲストで登場し、守山アニキと競い、そして、共に

ホール攻略に挑みます。ホールの特徴やイベント状況などを分析し、「勝てる
機種」を絞り込み、「勝てる台」を選択。そして、「勝つ打ち方」を実践します。
パチンコの「必勝立ち回り術」を、視聴者にわかりやすく見せていきます！

“常勝パチプロ”守山アニキが勝つ為の立回りを伝授！

出演： 安藤遥、守山アニキ ほか

取材可能ハイビジョン パチ＆スロ


