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MONDO TV
Program Guide 2018年６月

＜Monthly Focus＞
モンド麻雀プロリーグ17/18

『第14回モンド王座決定戦』
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９０分 毎週 全４回

タイトル

モンド麻雀プロリーグ17/18

『第14回モンド王座決定戦』#1～3

放送日

ハイビジョン 麻雀

テレビ麻雀対局番組の最高峰！
17/18シーズン グランドチャンピオンがついに決定！

今、最も強い雀士は誰なのか！？
17/18シーズン グランドチャンピオンがついに決定！
第15回女流モンド杯優勝者池沢麻奈美、
第18回モンド杯優勝者白鳥翔、
第12回名人戦優勝者の各シリーズ優勝者3名に
昨年の第13回モンド王座の近藤誠一を加えた4名による
今年のグランドチャンピオンを決める対局シリーズ。

第18回モンド杯優勝者

白鳥翔

（日本プロ麻雀連盟）

第13回 モンド王座
近藤誠一

（最高位戦日本プロ麻雀協会）

新番組

第12回名人戦 優勝者

6/5（火）
名人戦最終戦
放送にて決定

第15回女流モンド杯優勝
池沢麻奈美

（日本プロ麻雀連盟）

#1 6/12［火］午後11:00～0:30 他
#2        6/19［火］午後11:00～0:30 他
#3        6/26［火］午後11:00～0:30 他

【実況】：土屋和彦
【ナビゲーター解説】：馬場裕一＆梶本琢程

™ & © 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』 #16

放送日 6/5［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の戦い、第12回覇者が決まる！
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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』#6～9

放送日 ■毎週［月］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



90分

タイトル 「日本統一 4」

放送日 #4     6/4［月］午後11:00～深夜0:30 他

Ｖシネマ

（C）2014アドバンス

MONDOシアター ハイビジョン

Vシネ界豪華出演陣によるオールスター超大作第4弾！
次なる覇権争いは曲者ぞろいの監獄の中へと舞台を移す――。

＜ストーリー＞
信闘会の解散で幕を閉じた侠信戦争。
日本極道界の統一を意気込む侠和会二代目会長・工藤（白竜）を尻目に一人煮え切らない態度の川谷。
一方、長崎で服役中の田村（山口祥行）の前に三上からの盃を持って現れる男が・・・。同じく、川崎刑務所に入所した氷室(本宮泰風)
だったが、そこにはかつての敵・秋元（哀川翔）の姿が。元信闘会・菅本も加わり、外道うごめく塀の中で代紋を賭けた熾烈な勢力抗争が今
、勃発する。

制作：2014年 85分 脚本：岬英昭/監督：山本芳久
＜キャスト＞
出演：本宮泰風、山口祥行、小沢仁志、小沢和義、古井榮一、永倉大輔、白竜、哀川 翔



90分

タイトル 「日本統一 5」

放送日 #5     6/11［月］午後11:00～深夜0:30 他

Ｖシネマ

（C）2014アドバンス

MONDOシアター ハイビジョン

Vシネ界豪華出演陣によるオールスター超大作第5弾！
頂上戦線のさなか、日本を二分する内戦勃発！！

＜ストーリー＞
秋元（哀川 翔）に見送られ刑務所を後にする氷室（本宮泰風）。出所後間もなく組長・三上（古井榮一）から兄弟分である川谷
（小沢仁志）の組に入って欲しいと相談される。しかし、三上を慕い昔ながらの任侠を重んじる大宮（小沢和義）は軽々しく親替えを
する氷室に不満を抱く。宥める三上らをよそに次第に暴走していく大宮。シマを荒し、遂には仲間に手をかける。暴力装置と化した大宮を
止めるべく氷室が動き出すのだった！

制作：2014年 87分 脚本：岬英昭/監督：山本芳久
＜キャスト＞
出演：本宮泰風、山口祥行、小沢仁志、古井榮一、勝矢、宮﨑貴久、石堂夏央、野口雅弘、史朗、

小沢和義、白竜、哀川翔



120分

タイトル 『SEXテープ』

放送日 6/1［金］深夜1:00～3:00 他

Ｖシネマハイビジョン

＜ストーリー＞
ラブラブな恋愛期間を経て結婚したアニー（キャメロン・ディアス）とジェイ（ジェイソン・シーゲル）。2人の子供に恵まれて家庭生活
も順風満帆・・・だけど性生活の方は停滞気味ですっかりセックスレス。夫婦は再び“熱い夜”を取り戻そうと試行錯誤する中、思いつ
きで自分たちのセックス動画を撮影。すると新たな刺激に、2人は大興奮の大満足で完全燃焼！ところが、どこをどう間違ったのかそ
のプライベート動画が“クラウド”上にアップされてしまい、まさかのインターネット流出危機！！2人は全世界への動画拡散を防ぎ、平
穏な家庭生活を守るべく、とんでもない行動に出るのだが・・・。

制作：2015年 アメリカ 監督：ジェイク・カスダン/脚本：ケイト・アンジェロ、ニコラス・ストーラー、ジェイソン・シーゲル
出演 : キャメロン・ディアス / ジェイソン・シーゲル / ロブ・ロウ /ジャック・ブラック

© 2014 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.

ラブコメディの女王！キャメロン・ディアス主演映画！
ちょっぴりエッチなロマンティック・ラブコメディ！

MONDOプライムシアター



120分

タイトル 『ポルノ☆スターへの道』

放送日 6/8［金］深夜1:00～3:00 他

Ｖシネマ

＜ストーリー＞
仕事をクビになり、途方に暮れる冴えない青年バッキー。そんなある日、友達と観た古いポルノ映画の俳優が自分の両親だということ
が発覚！両親は70年代名を馳せた有名ポルノ・スターだったのだ！その熱い遺伝子を胸にバッキーはポルノ・スターの頂点を目指し
ハリウッドへ行くのだが・・・

制作：2010年 アメリカ 91分 原題：BUCKY LARSON BORN TO BE A STAR

監督：トム・ブラディ, 製作・脚本：アダム・サンドラー、アレン・コヴァート他
出演 :バッキー：ニック・スウォードソン/キャシー：クリスティナ・リッチ/マイルズ：ドン・ジョンソン/ディック：スティーヴン・ドーフ

© 2011 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

パンツを脱いで、目指せハリウッドの頂点へ？！

ハイビジョンMONDOプライムシアター



120分

タイトル 『２９９９年異性への旅』

放送日 6/15［金］深夜1:00～3:00 他

Ｖシネマ

＜ストーリー＞
宇宙には、男しか存在しない星がある。彼らはクローン増殖を繰り返し、生殖器は退化し、人間のような感情を持つことはない。そん
な彼らの野望は、異星人である地球人女性と子供を作り、子孫を繁殖させ、やがては宇宙を支配すること！地球人と同じ男性器
を装填されたハロルドは、子孫繁栄の重要な使命を担って、いざ地球へと送りこまれた。そして、理想的な女性スーザンと出会い、即
ゴール・イン。１週間に１２６回のセックスを繰り返し、スーザンは順調に妊娠するが・・・。

制作：2010年 アメリカ 105分 原題：WHAT PLANET ARE YOU FROM?

監督・製作：マイク・ニコルズ 脚本：ギャリー・シャンドリング
出演 :スーザン：アネット・ベニング/ハロルド：ギャリー・シャンドリング/ジョーンズ：ジョン・グッドマン/ペリー：グレッグ・キニア
指導者グレイドン：ベン・キングズレー

© 2000 Global Entertainment Productions GmbH & Co. Movie KG. All Rights Reserved.

男しか存在しない星から異性を求めてエイリアンがやってきた！
これを見れば、復活します！バイアグラ世代のための爆笑ＳＦセックス・コメディ

ハイビジョンMONDOプライムシアター



120分

タイトル 『スーパーバッド 童貞ウォーズ』

放送日 6/22［金］深夜1:00～3:00 他

Ｖシネマ

＜ストーリー＞
オタク仲間のセス、エバンとフォーゲルは、未体験のHのことで頭がいっぱいな高校生。見るからにサエない彼らが、同級生の女の子か
らパーティーに誘われた！が、「来るときにお酒を持ってきて」と。ふたつ返事で大見得を切ったものの、高校生の彼らにとって実はそれ
は超難題。しかし、童貞卒業の絶好のチャンスと思い込んだ3人は、お酒をゲットするためにあらゆる行動に出る!!

制作：2007年 アメリカ 113分 原題：SUPERBAD
監督：グレッグ・モットーラ, 脚本/製作総指揮：セス・ローゲン,  脚本/製作総指揮：エバン・ゴールドバーグ

出演 :セス：ジョナ・ヒル/エバン：マイケル・セラ/フォーゲル：クリストファー・ミンツ=プラッセ/マイケルズ：セス・ローゲン/
スレイター：ビル・ヘイダー

© 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

『40歳の童貞男』監督＆フィルムメーカーたちが製作。
ナニがナンでもHがしたい童貞3人。

ムヤミな欲望が引き起こす超最悪（スーパーバッド）ハプニング!?

ハイビジョンMONDOプライムシアター



120分

タイトル 『宇宙で最も複雑怪奇な交尾の儀式』

放送日 6/29［金］深夜1:00～3:00 他

Ｖシネマ

＜ストーリー＞
男は今日も夜な夜なガール・ハントにクラブへ繰り出す。そこには、超グラマラスな美女たちが。やっとのことでその内の一人ジェニーをデ
ートに誘い出すことに成功。逢瀬の回を重ねるたびに深まる関係。だが、単に交尾=セックスを楽しみたいだけの男に対して、ジェニー
はついに最大の難問をつきつける。地球人を滅びさせないために、二人が乗り越えなければならないハードルとは?!

制作：1999年 アメリカ 90分 原題：MATING HABITS OF THE EARTHBOUND HUMAN
監督・脚本：ジェフ・アブゴフ 製作：ラリー・エステス

出演 :男（ビリー）：マッケンジー・アスティン/女（ジェニー）：カーメン・エレクトラ/女の友人（リディア）：ルーシー・リュー
ナレーター：デビッド・ハイド・ピアース

© 1999 Sony Pictures Home Entertainment Inc. All Rights Reserved.

宇宙で最も情熱的でエロティックな生物、地球人。
おバカで真剣なセックス・コメディ！

ハイビジョンMONDOプライムシアター



90分

タイトル 『バスジャック』

放送日 6/18［月］午後11:00～深夜0:30 他

ココリコ・遠藤章造、単独初主演映画！！
バスジャック犯に間違われた男と、偶然乗り合わせたワケありの乗客たち。

走行中の車内に渦巻く11人の人生！！ノンストップ密室エンターテインメント！！

（C）2014 オールイン エンタテインメント

MONDOシアター Ｖシネマハイビジョン

＜ストーリー＞
胃には怪しい影がみつかり、リストラにも遭い、原因不明の歯痛に悩まされる小宮（遠藤章造）。ふと立ち止まった目の前には「高
知行き」のバス。とそこに飛んでくる黒い物体。弾ける閃光。「いいなー、高知。故郷なんですよ。行きたいなあ」「ひぃぃぃぃ！ど、どうぞ
！」無意識に拾い上げ、運転手に向けた物体は拳銃だった。小宮の意思とは別に走り出すバス。乗客は、“ケンカばかりの老夫婦”“
自殺願望の女”“謎めいた少女”など計11人。身に覚えのない罪を被る前にバスを止めようとした矢先、悲鳴があがる！「行き先変
更だ！」ナイフを持った男が叫んでいた。走るバスの中という密室空間で、それぞれの人生が交錯する！

＜スタッフ＞
製作：2014年 81分 脚本：武居秀剋、深沢佳文／撮影：福澤亮介

＜出演＞
出演 :遠藤章造（ココリコ）、石橋杏奈、原光博（リットン調査団）、清水一希、鈴木つかさ、

村田充、生島勇輝、堀まゆみ、赤垣正樹、矢作則子、麻生真彩、竜二、石井悠貴 ／ ほんこん
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90分

タイトル 『帰ってきたバスジャック』

放送日 6/25［月］午後11:00～深夜0:30 他

ココリコ・遠藤章造、主演映画！
やくざ・テロリストを巻き込む愛と勘違いが生んだ前作を凌ぐ感動巨編！

（C）2017コンセプトフィルム

MONDOシアター Ｖシネマハイビジョン

＜ストーリー＞
萩原バスのツアー添乗員・小宮昇（遠藤章造）は失敗ばかり繰り返し上司・八巻（藤重政孝）からクビを言い渡された。し
かし、同僚の岡田花子（黒沢かずこ）の一言で小宮に最後のチャンスが舞い込む。それはミステリーツアーの企画だった。しか
し、岡田はそのツアーで小宮にバスジャック犯の役をやるように持ち掛ける・・・。

＜スタッフ＞
製作：2017年 68分 脚本：江戸川崇、藤原健一／監督：藤原健一
＜出演＞
遠藤章造（ココリコ）、黒沢かずこ（森三中）、岩尾望（フットボールアワー）、今田美桜、堀尾実咲、松岡美空、藤重
政孝、仁科貴、日向丈、宮下雄也、菅裕輔、チング・ポカ、真佐夫、萩野崇、峰之、木田佳介、
ほんこん、ジミー大西、小沢仁志



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オリジナル番組！

オリジナル

#3     6/ 6 ［水］午後11:30～0:00 他
#4     6/20［水］午後11:30～0:00 他

#３ レストア Ｓ３０Ｚ パテ付け
Honda1300の1300キャブレターオーバーホール交換や、S30フェアレディZの溶接、サビ取り、下処理などを行う。

#４ レストア Ｓ３０Ｚ 全塗装
Honda1300の板金、S30フェアレディZの全塗装へと進む。

™ & © 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

＃20 6/ 1 ［金］午後11:00～11:30 他
＃21 6/15［金］午後11:00～11:30 他
＃22 6/29 ［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

＃２０ 総集編

＃２１ 体験人数５００人！ＳＥＸ依存症女
結婚するまでSEXはしないと決めていたが、
17歳の時、バイト先のたこ焼き屋の店長との思いがけない初体験をきっかけに性欲がどんどん
エスカレート。バーに通い隣りに座った男は必ずお持ち帰り、プロ野球選手、サッカー選手、競
輪選手とも関係を持つなど留まることのない性欲についにAV女優の道へ！
とんでもない訳あり女にテリー伊藤がバックドロップで喝を入れる！

＃２２ 未定

#21 愛里るい（２０歳）



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！

＃239 6/10［日］午後11:00～深夜0:00 他
＃240 6/24［日］午後11:00～深夜0:00 他

#239 第6回守山塾杯
今回は、第6回守山塾杯。守山アニキ、安田一彦、和泉純、たいがー山本、ビワコという5名のベテランパチンカーが対戦！
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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

#149    6/ 1 ［金］深夜0:30～1:00 他
#150    6/15［金］深夜0:30～1:00 他
#151    6/29［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！

#149 倉田瑠夏
倉田瑠夏ちゃんが降臨。久しぶりにグラビア活動を再開した瑠夏ちゃんのダンスで鍛えたしなやかボディは見逃せない！

＃150 彩川ひなの
彩川ひなのちゃんが降臨。萌え萌えキュートボイスに油断していると魅惑のボディにやられてしまうぞ！！

今月は倉田瑠夏、彩川ひなのが降臨！

™ & © 2018 Turner Japan

＃151 総集編20
今回は総集編。鈴木ふみ奈、川崎あや、藤田恵名、松村加南子、青山ひかる、佐藤衣里子が降臨！



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

＃23 6/ 14［木］午後11:30～深夜0:30 他
＃24 6/ 28［木］午後11:30～深夜0:30 他

（C）カンテレ

#23 日タイ修好130周年記念スペシャルバンコク編
新ＴＶ見仏記がついに海外へ進出！日タイ修好130周年を記念して、タイ
の仏を巡ります。
バンコクで訪ねるのはワット・ポー、ワット・スタット、ワット・トライミット、ワット・パイ
ロンウアの４ヶ寺。全長４９ｍもある巨大涅槃仏（ワット・ポー）や、高さ８
ｍでタイ最大の青銅仏と言われるシーサカヤムニー仏（ワット・スタット）の姿
は圧巻です。「黄金仏寺院」と呼ばれるワット・トライミットに祀られているのは、
重量５．５トンもある世界最大の黄金の仏像です。バンコクから１時間以上
かけて訪れたワット・パイロンウアは地獄のテーマパーク！亡者たちが見仏人を
歓迎します。バンコク繁華街での愉快なショッピング、タイ料理、マンゴースイー
ツレポートもお楽しみに！

#24 日タイ修好130周年記念スペシャルアユタヤ編
新ＴＶ見仏記がついに海外へ進出！日タイ修好130周年を記念して、タイ
の仏を巡ります。
アユタヤはバンコクの北、７６ｋｍにある世界遺産の街。木の根に飲まれつつ
ある仏頭（ワット・マハタート）や、草原に横たわり微笑みを浮かべる涅槃仏
（ワット・ロカヤスタ）、高さ７２ｍの仏塔が威容を誇る瞑想の寺ワット・ヤイ
チャイモンコン、破壊された仏像と９つのクメール風の塔が往時をしのばせるワッ
ト・チャイワッタナラームを訪ねます。ゾウ乗り体験、アユタヤの名物ランチとスイ
ーツのレ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



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 ！

※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＞
#63 千葉駅エリア（前編） 6/6（水）
#64 千葉駅エリア（後編） 6/13（水）
#65 代々木駅 6/20（水）
#66 神田 6/27（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。

#66 神田

#65 代々木



30分番組

番組名 『石神秀幸の決断！ラーメン放浪記』

放送日

#18 武蔵小杉編 6/7（木）
石神がやってきたのは「武蔵小杉」。最近、住みたい街としての人気が
急上昇。再開発が進みオシャレな雰囲気を漂わせている街だが、今回
はどんなラーメンと出会えるのか？

#19 浦安編 6/14（木）
今回石神がやってきたのは、千葉県の浦安。東京と接し、バラエティ豊
かなラーメン店が日々しのぎを削っている！そんな浦安のまだ見ぬ最高
の１杯を求め、放浪する！

#20 葛西編 6/21（木）
石神秀幸が最高の１杯を求めて街をさすらう！今回は東京江戸川
区の葛西。緑豊かなこの町は、「子育てに適した町」としての注目度も
急上昇。どんなラーメンと出会えるのか？

#21 川口編 6/28（木）
ラーメン評論家・石神秀幸が新たな１杯を求めて埼玉県川口市をさ
すらう！駅前の人通りの多いお店から閑静な住宅街のお店まで。はた
して今回はどんなラーメンに出会えるのか？

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

#18 武蔵小杉編

#19 浦安編

#20 葛西編

#21 川口編



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

＃14 6/ 8 ［金］午後11:30～深夜0:00 他
＃15 6/22 ［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）

#14  第７戦 辻三蔵VS鈴木ショータ（後）
#15 第８戦 弥永明郎VS若原隆宏（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

第８戦 弥永明郎VS若原隆宏



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

＃21 6/ 9［土］午後11:30～深夜0:00 他
＃22 6/23［土］午後11:30～深夜0:00 他

オリジナル

ハイビジョン

™ & © 2018 Turner Japan

#21 嵐 VS トニー 前半戦
#22 嵐 VS トニー 後半戦
いよいよリーグも終盤戦、今回は嵐とトニー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

今回は嵐とトニーの男同士の対戦をお届け！

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

＃319 6/ 3［日］ 深夜 0:00～1:00 他
＃320 6/17［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

＃18 6/ 2［土］午後11:00～11:30 他
＃19  6/16［土］午後11:00～11:30 他
＃20  6/30［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

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

#19 かおりっきぃ☆ ＶＳ ポコ美 前半戦
#20 かおりっきぃ☆ ＶＳ ポコ美 後半戦

かおりっきぃ☆ＶＳポコ美の対戦の模様をお届け。

なるみん

＃18 なるみん ＶＳ 青山りょう



30分 毎週

タイトル 『真王伝説』 ＃149-152

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！


