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MONDO TV
Program Guide 2018年5月

＜Monthly Focus＞
新番組

旧車ＴＶ レストア・ファクトリー



30分 全12話

番組名 『旧車TV レストア・ファクトリー』

放送日

クラシックカーとは一線を画し、1960年以降の高度成長期に生まれた旧車にスポットを当てたシリーズ番組。
1991年創刊の旧車情報誌「Old timer」全面協力の元、世界に誇る旧車の魅力を探ります。
初心者向けには旧車を購入する際の車選びのポイントから基本となるレストアの方法、
そしてエンジンのメンテナンスや足回りの調整など、旧車を初めて購入することからレストアするまで密着。
旧車オーナーのガレージを訪ねるコーナーやレストアの達人の元へ訪れるコーナーまで幅広く旧車の魅力を紹介。
雑誌「Old timer」甲賀編集長が旧車の魅力とレストアの面白さを語ります。
これを見れば、旧車の魅力がわかり、旧車にハマる旧車総合番組です！

ハイビジョン エンタメ

世界に誇る日本の旧車のレストアに密着！MONDO TVオリジナル新番組がスタート！

新番組

オリジナル

#1     5/ 9 ［水］午後11:30～0:00 他
#2     5/23［水］午後11:30～0:00 他

#１ 初めてのベース車選び
レストアするベース車選びから。 Honda1300 、セリカXX、 S30フェアレディZを候補にレストアするベース車を選定します。

#２ レストア S30Z板金
Honda1300 、S30フェアレディZをベース車に決定し、ついにレストア開始！まずは板金作業からスタート。

™ & © 2018 Turner Japan
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３０分番組

番組名 『テリー伊藤と訳あり女』

放送日

ハイビジョン

訳あり女性のお宅をテリー伊藤が訪問し、その実態に迫る！

オリジナル

＃19 5/18 ［金］午後11:00～11:30 他

悩みや秘密、心に影を抱えた女性には男心を惹きつける魔力がある。そして彼女たちは皆何かしらの事情を抱えて
生きている。夢、お金、体の悩み、対人関係、コンプレックス、生い立ち、恋愛や結婚…。
こうした“訳あり女性”にスポットをあて、
彼女たちの部屋をテリー伊藤が実際に訪ね、その実態に迫ります。

エンタメ

™ & © 2018 Turner Japan

#19 月収１００万円を稼ぐ家無し女子大生



120分

タイトル 『レイン・フォール／雨の牙』
放送日 5/5［土］午後7:00～9:00 他

MONDOプライムシアター 洋画ハイビジョン

椎名桔平、長谷川京子、ゲイリー・オールドマンなど豪華俳優競演！
エリート暗殺者にCIAが仕掛ける罠とは?! 新感覚ハイブリッド・サスペンス・アクション！

＜ストーリー＞
暗殺者ジョン・レインは政府の高官、川村安弘を自然死にみせかけて殺し、メモリースティックを奪う仕事を引き受ける。レインは地
下鉄の車内で川村の暗殺に成功。しかし、メモリースティックを見つけることができなかった。そんな彼を監視カメラ越しに見つめる
CIAのアジア支局長ホルツァー。日本の警察も事件の捜査に動き出していた。一方、メモリースティックを探すレインは、川村の長女
でジャズ・ピアニストのみどりに接触する。２人はメモリースティックを狙う何者かの追跡をかわし、監視カメラが見守る東京の街を駆け
抜ける・・・。

製作国：日本 製作年度：2009年 111分 原題：RAIN FALL
監督・脚本：マックス・マニックス 原作：バリー・アイスラー
出演：ジョン・レイン：椎名桔平/川村みどり：長谷川京子/

ウィリアム・ホルツァー：ゲイリー・オールドマン/タツ：柄本 明/トーマス・ペイン：ダーク・ハンター/優子：清水美沙

© 2009 Rain Fall Limited Liability Partnership. All Rights Reserved.



120分

タイトル 『イントゥ・ザ・サン』
放送日 5/19［土］午後7:00～9:00 他

MONDOプライムシアター 洋画ハイビジョン

スティーヴン・セガール、大沢たかお、寺尾聰、伊武雅刀、豊原功補など豪華出演者！
東京を舞台に繰り広げられるハリウッド製超極太任侠アクション!!

＜ストーリー＞
人種入り乱れる国際都市ー東京。不法入国者の一掃を掲げ選挙戦に乗り出した都知事候補が、何者かに射殺された。伝説の
CIAエージェント、トラビスは、FBIの若手捜査官マックを相棒に調査に着手する。次第に浮かび上がる振興暴力団の存在、それを
牛耳る黒田という男、そして、チャイニーズ・マフィア。まさに、一触即発の東京戦争。最後に生き残る「極太」は、どいつだ！

製作国：アメリカ 製作年度：2005年 97分 原題：INTO THE SUN
監督：ミンク 製作総指揮：スティーヴン・セガール＆ジョー・ハルピン 音楽：スタンリー・クラーク
出演：トラビス：スティーヴン・セガール/黒田：大沢たかお/松田：寺尾 聰/小島：伊武雅刀/不動明王：豊原功補

© 2005 Sony Pictures Home Entertainment Inc. All Rights Reserved.



90分

タイトル 「發の竜～逆転の闘牌～」

放送日 5/7［月］午後11:00～深夜0:30 他

Ｖシネマ

（C）2017コンセプトフィルム

MONDOシアター ハイビジョン

「むこうぶちシリーズ」監督・片岡修二が送る、本格的麻雀映画作品！
麻雀ファン必見の豪華ゲスト陣（木村魚拓、菅原千瑛）出演！

＜ストーリー＞
ゲームソフト会社社長・伊織竜（滝口幸広）。会社の経営難をギャンブルで凌ごうとするが、状況は更に悪化、闇金業者に追われ病院送りにさ
れる始末。そこで出会った女性医師・橘さやか（佐藤乃莉）に一千万円の生体肝移植の話を持ち掛けられるが、伊織の生粋のギャンブル気質
から、物語は次第に高レート賭け麻雀へと発展していく・・・。そこで繰り広げられる、裏切りと憎しみ、金欲にまみれた勝負の結末とは!?

制作：2017年 71分 監督・脚本：片岡修二
＜キャスト＞
出演：滝口幸広、大村波彦、大谷ノブ彦（ダイノジ）、喜多川結羽、井上奈々、イ・テガン（特別出演）、

木村魚拓（特別出演）、菅原千瑛（特別出演）、佐藤乃莉

アオ



90分

タイトル 「發の竜～逆転の闘牌～第二章」

放送日 5/14［月］午後11:00～深夜0:30 他

Ｖシネマ

（C）2017コンセプトフィルム

MONDOシアター ハイビジョン

リアル対局を追及したキャスト陣（徳井健太・倉持由香）が贈る、
麻雀を舞台にした人間ドラマ、第2弾！！

＜ストーリー＞
会社経営に失敗し多額の借金を抱えた伊織竜（滝口幸広）は、妻と友にも裏切られ、どん底に突き落とされていた。闇金業者に病院送りにさ
れた先で、女性医師・橘さやか（佐藤乃莉）と、肝臓移植と一千万円を賭けた麻雀へと発展するが、様々な思惑が入り乱れ、竜は敗北。さら
に事態は悪化の一途を辿る・・・。救いのない竜はさらに、前回の賭け麻雀で卓を交えたヤクザの水田（大村波彦）から、命と引き換えに巨大な
利権争いを賭けた麻雀勝負へと駆り出される。麻雀裏プロの白石（天宮良）・三浦（徳井健太）、女流プロ・北條三咲（倉持由香）・・・そ
れぞれ様々な問題を抱えた人間達が、裏に潜むヤクザの利権争いの元、負けることのできない闘牌を繰り広げる！！

制作：2017年 73分 監督・脚本：片岡修二
＜キャスト＞
出演：滝口幸広、天宮良、徳井健太（平成ノブシコブシ）、大村波彦、倉持由香、喜多川結羽、鈴木隆仁、北崎杏佳、

イ・テガン（特別出演）、木村魚拓（特別出演）、菅原千瑛（特別出演）、藤田憲右（トータルテンボス）、佐藤乃莉

アオ



90分

タイトル 「新・ミナミの帝王 7 銀次郎、ついに逮捕！？ 」

放送日 #7     5/21［月］午後11:00～深夜0:30 他

Ｖシネマ

（C）天王寺大・郷力也／カンテレ／メディアプルポ

MONDOシアター ハイビジョン

人気コミック「ミナミの帝王」が原作のスペシャルドラマ第7弾。主演は千原ジュニア！
ミナミの鬼と恐れられる闇金・萬田銀次郎（千原ジュニア）はトイチの金貸し。
トイチとは、１０日で１割という法外な利子をとること。どんな相手でも３６５日２４時間いつでも金を貸し、
過去に一度も取っぱぐれがないという伝説の男。借金を踏み倒そうものなら地獄の果てまで追いつめて、鬼の取り立てで身ぐるみ剥いでしまうら
しい。大阪・ミナミで銀次郎に逆らう人間は一人としていない。 その理由は、鬼を恐れているからか、それとも…。

＜ストーリー＞
大阪ミナミの金貸し・萬田銀次郎（千原ジュニア）は、借金を残して消えたホスト・藤本大輔（越村友一）を追う中、
弟分である坂上竜一（大東駿介）の幼なじみ大橋寅絵（北川弘美）に出会う。寅絵は病院の看護師長で、恋人もおらず未だ独身。
同じ頃、浪速南警察署に東京から赴任してきた刑事・立石修三（姜暢雄）が、違法な高利貸しの銀次郎を逮捕できない南署の刑事達
にいら立ち、自ら捕らえようと躍起になっていた。寅絵は近づいてきた藤本から、野村雅彦（湯江健幸）という男を紹介され、“デート商法詐
欺”にひっかかり借金して大金を奪われ、銀次郎も立石と野村が仕掛けた罠にはまり逮捕されてしまう。竜一と寅絵は「占い師に相談しろ」とい
う銀次郎の言葉を思い出し、易者（升毅）のもとを訪れ、思いついた計画で寅絵の金を取り返し、銀次郎の送検も阻止した。

制作：2014年 90分 主題歌：ET-KING「愛の花」
＜キャスト＞
出演：千原ジュニア,大東駿介,赤井英和,姜暢雄,北川弘美,湯江健幸,越村友一,奥村佳恵,久保貫太郎,宮下雄也,松本勝,藤原光
博,君沢ユウキ,浦山迅,名取幸政,長井梨紗,三木くるみ,寺井達哉,小田原れみ,升毅



90分

タイトル 「新・ミナミの帝王 8 金儲けの方法、教えます！」

放送日 #8     5/28［月］午後11:00～深夜0:30 他

Ｖシネマ

（C）天王寺大・郷力也／カンテレ／メディアプルポ

MONDOシアター ハイビジョン

人気コミック「ミナミの帝王」が原作のスペシャルドラマ第8弾。主演は千原ジュニア！
ミナミの鬼と恐れられる闇金・萬田銀次郎（千原ジュニア）はトイチの金貸し。
トイチとは、１０日で１割という法外な利子をとること。どんな相手でも３６５日２４時間いつでも金を貸し、
過去に一度も取っぱぐれがないという伝説の男。借金を踏み倒そうものなら地獄の果てまで追いつめて、鬼の取り立てで身ぐるみ剥いでしまうら
しい。大阪・ミナミで銀次郎に逆らう人間は一人としていない。 その理由は、鬼を恐れているからか、それとも…。

＜ストーリー＞
萬田銀次郎（千原ジュニア）は「ミナミの鬼」と恐れられる大阪ミナミの金貸し。ある日、
銀次郎の顧客・松野茂樹（中村靖日）が営む洋食店に「経済心理学者」を名乗る花森敬子（三浦理恵子）が現れる。経営不振に悩
む松野に、敬子は心理学の“法則”を使って客を増やす方法を指南する。松野が敬子のアドバイスを実行すると、たちまち店は大繁盛。
敬子はミナミの様々な店に現れ、客の心を操る“法則”を助言しては商売を軌道に乗せ始めた。
そんな折、敬子が商店主を集め、会員制のセミナーを行うことに。銀次郎は坂上竜一（大東駿介）を潜入させて中身を探り、会員から金を
引き出そうとしていると見抜く。セミナー会場に乗り込んだ銀次郎は、敬子のやり口を詐欺の常套手段だと暴き立て投資を思い止まらせようと
するも、商店主らは競い合うように投資に名乗りを挙げた。しかし数ヵ月後、商店主らは敬子に金を騙し取られてしまう。そんな商店主らの為
に、銀次郎は敬子に罠を仕掛けようと画策。金を取り返すことに成功する。

制作：2014年 90分 主題歌：ET-KING「愛の花」
＜キャスト＞
出演：千原ジュニア,大東駿介,赤井英和,姜暢雄,北川弘美,湯江健幸,越村友一,奥村佳恵,久保貫太郎,宮下雄也,松本勝,藤原光
博,君沢ユウキ,浦山迅,名取幸政,長井梨紗,三木くるみ,寺井達哉,小田原れみ,升毅
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３０分 隔週

タイトル 『女神降臨』
放送日

ハイビジョン アイドル

#147    5/ 4 ［金］深夜0:30～1:00 他
#148    5/18［金］深夜0:30～1:00 他

オリジナル

今もっともＨＯＴなグラビアアイドルが勢揃い！彼女たちの最も美しい瞬間、セクシーなポーズ、
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！

#147 都美（とみ）
女流プロ雀士から新たなスター都美が降臨。引き締まったボディとアイドルフェイスは見逃せない！！

#148 大貫彩香（おおぬきさやか）
大貫彩香ちゃんが登場。極上むっちりボディの“さっちょ”の魅力は必見！

今月は女流プロ雀士から新たなスター都美が降臨！

™ & © 2018 Turner Japan
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1話60分 20話

タイトル 『夕刊フジ杯争奪 麻雀女流リーグ2018』

放送日 ■毎週［月曜］午後9:30～10:30 他

夕刊フジが主催する女流雀士限定麻雀タイトル戦をお届け！

ハイビジョン 麻雀

オリジナル

「夕刊フジ杯」は、 2006年より夕刊フジが主催する女流雀士限定の麻雀タイトル戦。
2017年9月～2018年6月に開催されるシリーズの中から準決勝から最終戦までの模様をお届けします。
団体チーム戦・個人戦が行われ、個人戦で優勝した女流プロ雀士は、
モンド麻雀プロリーグ「第5回女流モンドチャレンジマッチ」への出場権が得られる大会。

「モンド麻雀プロリーグ」が導入した新たなシステムのひとつで、
次世代のスター候補となる女流プロ雀士が「女流モンド杯」への出場チャンスを得られます。

予選を勝ち上がり準決勝では12名がABCの3卓に分かれ同一メンバーで3回戦を勝負。
3回戦終了時点で各卓1位は決勝進出。
各卓2位の3名と、3位の中で最もポイントが高い雀士の計4名で1回戦を行い、その卓のトップが決勝進出。
決勝戦は4回戦を戦います。
番組では全20回でアツイ対局をお届けします。

【夕刊フジ杯オフィシャルサイト】 http://fujiqueen.com/

™ & © 2018 Turner Japan
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９０分 毎週 全１６回

タイトル

モンド麻雀プロリーグ17/18

『第12回名人戦』 #11～15

放送日 毎週［火］午後11:00～深夜0:30 他

ハイビジョン 麻雀

オリジナル

™ & © 2018 Turner Japan

モンド麻雀プロリーグの３大タイトル戦のひとつ「名人戦」。
50歳以上の百戦錬磨のベテランプロによる、円熟の技と巧みな心理戦。
毎年、目の肥えた麻雀ファンを唸らせる熟練の対局をお届けしています。
今回も前回大会同様に出場者10名でのシステムで優勝を争います。
それぞれの個性あふれた戦術が、競技の枠を超えたドラマを生み出します。

＜出場者＞
・荒正義（日本プロ麻雀連盟）
・伊藤優孝（日本プロ麻雀連盟）
・金子正輝（最高位戦日本プロ麻雀協会）
・近藤誠一（最高位戦日本プロ麻雀協会）
・土田浩翔（最高位戦日本プロ麻雀協会）
・新津潔（最高位戦日本プロ麻雀協会）
・藤崎智（日本プロ麻雀連盟）
・前原雄大（日本プロ麻雀連盟）
・森山茂和（日本プロ麻雀連盟）
・阿部 孝則 （RMU）

＜実況＞土屋和彦 ＜ナビゲーター解説＞馬場裕一

＜システム＞
予選１０戦（各々のプレイヤーは４戦）で上位８名を選出。
上位８名による各２戦の準決勝で、
予選からの合計獲得ポイント上位４名が決勝進出。
決勝は持ち点をリセットして２戦を競う短期決戦！
栄えある「第１２回名人戦」の覇者が決せられる。

百戦錬磨のベテランプロ雀士による円熟の技と戦い！



６０分×１２本

番組名 『新TV見仏記』
放送日

ハイビジョン エンタメ

＃20 5/  3［木］午後11:30～深夜0:30 他
＃21 5/ 17［木］午後11:30～深夜0:30 他
＃22 5/ 31［木］午後11:30～深夜0:30 他

（C）カンテレ

#20 みちのく山形編
前回に引き続き、みちのくのお寺を巡るみうらじゅん、いとうせいこう。今回は山
形の「名仏」と「名物」を巡る！！山形は“イケ住”（イケてる住職）が勢ぞろ
い！行く先々で出会う個性的なご住職とみうら、いとうのトークセッションが炸
裂。松尾芭蕉が「閑さや 岩にしみ入る 蝉の声」を詠んだ立石寺（りっしゃく
じ）、五智如来を間近で拝める長念寺、癒し系の平安仏のおわす吉祥院。
そして慈恩寺では慶派仏師が作った素晴らしい仏達と対面。 みうらじゅんに「
国宝に決定！」と言わしめた十二神将（重文）の躍動感は必見です。みう
ら、いとうが山形の名物を食すグルメリポートもお楽しみに。

#21 和歌山・紀州路の仏編
和歌山・紀州路の仏編では、和歌山市内のお寺を中心に和歌山県内の４
カ寺を訪問します。 かつて２人が訪れた紀三井寺では、前回の訪問時には
入れなかった大光明殿を特別拝観。以前は出会えなかった平安の仏たちと対
面します。 慈光円福院では、みうら好みの美人、重文・十一面観音立像と
再会。さらに寺に伝わる伝説の生き物の姿とは・・・？
和歌山市内から足を延ばして訪れたのは、根來寺と粉河寺。 根來寺の国宝
・大塔内の仏像群に哲学を感じ、大伝法堂の巨大仏３体の前で言葉を失
います。最後に訪れた粉河寺のずらりと並んだ二十八部衆の迫力は圧巻。ご
住職も見たことがないという“絶対秘仏”のご本尊にまつわる伝説とは・・・？
大好評（！？）「スイーツ探訪」での見仏記流グルメリポートもお楽しみに。

#22 大阪・ひっそりおはす編
大阪・ひっそりおはす編では、その名の通り、大阪府内に“ひっそり”とおはす仏
像を探訪。２人がまだ出会ったことのない仏ばかりが登場。高槻市の廣智寺
では、十一面観音として祀られていたご本尊と対面。近年の調査で判明した
ご本尊の真の姿とは・・・？ 枚方市の尊延寺では、２０１６年の夏に重要
文化財に指定された降三世明王と軍荼利明王が初お目見え。平安の五大
明王の存在感に圧倒。 最後に訪れたのは交野市内の２カ寺。 八葉蓮華
寺では、なんと快慶作の阿弥陀如来立像と対面。山間の集落でひっそりと守
られてきた美しい阿弥陀如来に加え、快慶の落書き（！？）も登場。
そして獅子窟寺は、国宝・薬師如来坐像とついに対面。険しい山道を登りた
どりついた山寺にひっそりとおはす国宝仏の姿を堪能。
大好評（！？）「スイーツ探訪」での見仏記流グルメリポートもお楽しみに。

軽妙なトークと独特の脱力感で仏像を巡る人気番組！
仏像好きで知られ、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2人の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60分。しか
しその内容は仏像ファンやお寺さんまでをもうならせるほどの本格派。またテレビならでは、ファンお待ちかねの秘仏開帳も人気
の秘密。きっと今まで以上に仏像のことが気になってしまう、ゆるい中にも教養ありのエンタメ番組。気づけばあなたも仏像ファン
に！？果たして次はどんな仏像に出会えるのか…？

いとうせいこう・みうらじゅん



30分番組

番組名 『石神秀幸の決断！ラーメン放浪記』

放送日

#13 名古屋編 5/3（木）
石神がやってきたのは、愛知県の名古屋！東海地方一の大都市だが
「名古屋グルメ」と言われるほど、独特の食文化が花開く街！今回は
名古屋駅前で至高の一杯を探し歩きます。

#14 名古屋 栄編 5/10（木）
石神がやってきたのは、名古屋駅と並ぶ名古屋の２大看板エリア栄。
繁華街でたっぷり楽しんだあとに、シメはやっぱりラーメン！そんな栄でど
んな一杯と巡り会えるのか？

#15 武蔵小山編 5/17（木）
石神がやってきたのは東京の武蔵小山！８００ｍの長さを誇る武蔵
小山商店街パルムをはじめとした様々な商店街が密集する活気溢れ
る街！どんなラーメンと出会えるのか？

#16 三田編 5/24（木）
石神が東京の三田を歩く。有名大学のお膝元である一方、大手企業
も本社をかまえるオフィス密集地帯。再開発が進む注目のエリアとなっ
ているが、どんな１杯と出会えるのか？

#17 大井町編 5/31（木）
最高の１杯を求めて街をさすらう！今回は東京の大井町。品川の隣
に位置し都心へのアクセスは良好。住みやすい街として注目を集めて
いるが、どんなラーメンと出会えるのか？

ハイビジョン

毎週［木］午後11:00～11:30 他

エンタメ

(C)TSUKURU

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！

本当にうまい１杯を見つけるには一体どうすればいいのか？「その答えは店の外観にあり！」。
ラーメンをこよなく愛する評論家・石神秀幸がとある街をさすらい、ラーメン店の外観だけチェックし、
その中から１店を決めて食する。ラーメン王・石神秀幸はどんなラーメンに出会えるのか？！

【出演】石神秀幸、西崎莉麻

#13 名古屋編

#14 名古屋 栄編

#15 武蔵小山編

#16 三田編



全30話/#51-80

番組名 『玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ』

放送日

熱烈な復活コールに応え玉ちゃんが帰ってきた！！
街を知るには、その街に暮らす人を知ること。
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。
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 ！

ハイビジョン エンタメ

スナックをこよなく愛する玉ちゃんのアポなし突撃ロケを、お楽しみください ！
横浜関内編は特別ゲストでビートきよしが登場！

※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。

＜各話数＞
#58 東武練馬 5/2（水）
#59 横浜市関内駅（前編） 5/9（水）
#60 横浜市関内駅（後編） 5/16（水）
#61 田町 5/23（水）
#62 井荻駅 5/30（水）

■毎週［水］午後11：00～11:30 他

CS初！

クレジット表記はありません。

#58 東武練馬

#59 横浜市関内駅

#62 井荻駅#62 井荻駅

#58 東武練馬



30分×22本

番組名 『最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル3』

放送日

エンタメ

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！

競馬業界の有名人、競馬専門新聞の名物記者などから最強馬券師を決める
MONDO TVオリジナルのリーグ戦シリーズ番組 サード・シーズン！
独自の馬券理論を背景に馬券術のポイントや予想術を繰り広げ、勝負の醍醐味を視聴者にお届けします。
果たして”第３代王者”の称号に輝くのは誰か？！

競馬業界の有名記者、ライターなど厳選した5名が参戦！
毎回２名が馬券勝負を行います。

毎回10万円を元手に、対戦当日の自場開催レースで馬券勝負。総当たりのリーグ戦。
リーグ戦終了後は、馬券収支の上位２名による優勝決定戦で最強馬券師を決定！
対戦を通じて競馬の醍醐味を視聴者に届けます。

™ & © 2018 Turner Japan

＃12 5/11 ［金］午後11:30～深夜0:00 他
＃13 5/25 ［金］午後11:30～深夜0:00 他

鈴木ショータ（競馬エイト記者） 若原隆宏（東京中日スポーツ記者）弥永明郎（馬サブロー記者） 辻三蔵（レーシングライター）

#12 第６戦 弥永明郎ＶＳ鈴木ショータ（後）
#13  第７戦 辻三蔵VS鈴木ショータ（前）

ハイビジョン

オリジナル

取材可能

井上オークス（競馬ライター）

＜リーグ戦参加者＞
●弥永明郎（馬サブロー記者）
●鈴木ショータ（競馬エイト記者）
●若原隆宏（東京中日スポーツ記者）
●辻三蔵（レーシングライター）
●井上オークス（競馬ライター）※シーズン3からの新規参加

第７戦 辻三蔵VS鈴木ショータ



120分

タイトル 『うわこい 3』

放送日 5/4 ［金］深夜1:00～3:00 他

ＶシネマMONDOアドレナリンシアター ハイビジョン

「うわこい」は、幼馴染で恋人同士のユノとユキテル、不思議な魅力を持つ転校生レナの3人を軸に描かれる。ユキテルはある事情か
らユノの実家に10年以上居候中で、何をするにも一緒だった。しかし、ユキテルは転校生のレナにどうしようもなく惹かれてしまい関係
を持ってしまう…。

＜ストーリー＞#5,6
ユノ、レナ、ユキテルの３人と同級生カップルの5人がカオリの家へ泊まりに行くことになった。カオリの狙いは“破滅的な遊び”をすること
。さっそく王様ゲームをすることになったが、ゲームの域を越えた遊びにユキテルが怒り、ゲームはお開きに。翌朝、カオリの“計らい”でユ
キテルとレナは2人きりにされ、昨夜の気持ちを埋めるように激しく抱き合っていたが、外に遊びに出ていたはずのユノが戻ってきて…。

制作：2014年 日本 原作：糸杉柾宏「うわこい」（「ヤングキング」少年画報社）
監督: 吉村典久 脚本：石川均・中村千洋・井上桜子・吉村典久
出演 : 柳ゆり菜 石田知之 本山なみ 事原みゆ 城戸桃 月川修 竹本泰志 江口ナオ

（C) 2014 糸杉柾宏 / 少年画報社 / エスピーオー

破滅的な三角関係を描く大ヒットコミック「うわこい」の実写版！
人気急上昇中の柳ゆり菜主演！



120分

タイトル 『うわこい 4』

放送日 5/18 ［金］深夜1:00～3:00 他

ＶシネマMONDOアドレナリンシアター ハイビジョン

「うわこい」は、幼馴染で恋人同士のユノとユキテル、不思議な魅力を持つ転校生レナの3人を軸に描かれる。ユキテルはある事情か
らユノの実家に10年以上居候中で、何をするにも一緒だった。しかし、ユキテルは転校生のレナにどうしようもなく惹かれてしまい関係
を持ってしまう…。

＜ストーリー＞#7,8
カオリの新たな提案で、ユノは戸惑いながらもレナに条件付きでユキテルを“貸す”ことに。ユキテルとレナは慣れない“普通”のデートを
楽しむが、ユノは2人の関係に気が付いているのでは…と心配になっていた。デート後ユキテルはユノからの質問攻めに合い、嘘で固
めた作り話をする。ユノは少し疑いつつ寂しさを埋めるように幼い頃の“秘密の約束”を突然ユキテルに話し始めた…。
ユノはユキテルと幼い頃に交わした“秘密の約束”をずっと心の支えにしていたが、ユキテルはなぜか思い出せずにいた…。レナの誕

生日、ユキテルはユノに嘘をついてレナの家に行き、別れを切り出す。しかしレナへの抑えきれない欲望でやはり別れることはできなか
った。今までよりも強く抱き合う2人…。そこへなんと、ユノがサプライズでお祝いしようとやってきたのだ。ユノはユキテルの登場に困惑し
つつ、３人で誕生日会を開催することに。しかしその夜、誰も想像できなかった大事件が発生する…。

制作：2014年 日本 原作：糸杉柾宏「うわこい」（「ヤングキング」少年画報社）
監督: 吉村典久 脚本：石川均・中村千洋・井上桜子・吉村典久
出演 :柳ゆり菜 石田知之 本山なみ 事原みゆ 城戸桃 月川修 竹本泰志 江口ナオ

（C) 2014 糸杉柾宏 / 少年画報社 / エスピーオー

破滅的な三角関係を描く大ヒットコミック「うわこい」の実写版！
人気急上昇中の柳ゆり菜主演！



３０分 全26話 隔週

タイトル 『おいで！パチスロリーグ』

放送日

パチ＆スロ

＃19 5/12［土］午後11:30～深夜0:00 他
＃20 5/26［土］午後11:30～深夜0:00 他

オリジナル

ハイビジョン

™ & © 2018 Turner Japan

＃19 木村魚拓 VS 倖⽥柚希 前半戦
＃20 木村魚拓 VS 倖⽥柚希 後半戦

今回は木村魚拓と倖田柚希の対戦の模様をお届け。

５人のスロッターが「勝負にこだわり」、「収支にこだわり」１対１のマッチプレー方式のパチスロ対戦で
リーグ制覇を目指す！

レギュラー出演者：木村魚拓、嵐、青山りょう、倖田柚希、トニー

今回は木村魚拓と倖⽥柚希の対戦の模様をお届け！

青山りょう トニー 倖田柚希

木村魚拓嵐

取材可能



６０分 隔週

タイトル 『パチスロ常勝理論！』

放送日

パチスロで勝利するための方法論を徹底的に「理論武装」！

取材可能

＃317 5/ 6［日］ 深夜 0:00～1:00 他
＃318 5/20［日］ 深夜 0:00～1:00 他

パチ＆スロ

パチスロライターのポロリ、そして伊藤真一、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

オリジナル

ハイビジョン

™ & © 2018 Turner Japan

出演： ポロリ 伊藤真一



３０分 隔週

タイトル 『ガールズパチンコリーグ・クリスタル』

放送日
＃16 5/ 5［土］午後11:00～11:30 他
＃17  5/19［土］午後11:00～11:30 他

取材可能

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！
収支によるポイントの他、カードを引いて決まるボーナスポイントも！
総当たり戦10戦後の収支ポイントと勝敗ポイントで上位2名を決定し、決勝戦を行い、最終的な優勝者を決定！

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リーグ戦、第5シーズン！

パチ＆スロ

オリジナル

ハイビジョン

™ & © 2018 Turner Japan

＜レギュラー出演者 ＞
かおりっきぃ☆（パチンコ必勝ガイド）
ポコ美（パチンコ攻略マガジン）
政重ゆうき（パチンコオリジナル実戦術 CLIMAX ）
なるみん（パチンコ必勝本CLIMAX）
青山りょう（パチンコ必勝本）

政重ゆうき

かおりっきぃ☆青山りょう

ポコ美

＃16 政重ゆうき ＶＳ かおりっきぃ☆ 後半戦
政重ゆうきとかおりっきい☆の対戦の模様をお届け。

＃17 なるみん ＶＳ 青山りょう 前半戦
なるみんＶＳ青山りょうの対戦の模様をお届け。

なるみん



６０分 隔週

タイトル 『パチンコ激闘伝！実戦守山塾』

放送日

安藤遥

取材可能ハイビジョン パチ＆スロ

オリジナル

™ & © 2018 Turner Japan

守山アニキ

「勝つパチンコ」の奥義がわかる番組！

「勝つパチンコ」の奥義がわかる番組。ホール実戦で、勝つために有効な知識と技を見せていきます。
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、視聴者にわかりやすく見せます！

＃237 5/13［日］午後11:00～深夜0:00 他
＃238 5/27［日］午後11:00～深夜0:00 他



30分 毎週

タイトル 『真王伝説』 ＃145-148

放送日

ハイビジョン

■毎週［日曜］午後10:00～10:30

パチ＆スロ

＜出演＞神谷玲子、玉ちゃん、ＭＹＭＥ

クレジット表記はありません。

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！


