オトコを満たす
2018

mondotv.jp

9

新ルール麻雀バラエティ最新作！ 今回は山本圭壱 MONDO TV 初登場！

【チームがらくた】
前原雄大・佐々木寿人

【麻雀芸人軍】
山本圭壱・ワッキー

【プリティギャルズ】
和泉由希子・宮内こずえ

【チーム・デジタル】
小林剛・水瀬夏海

※画像は前回の模様です

「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 点をテーマに、
麻雀の新ルール「MONDO 式 麻雀」を発案！
７シーズン目となる今回の新ルールはガチャガチャを採用した「MONDO 式アイテムガチャガチャ」。
これまでとは一味違う新しいルールで、より深い麻雀の魅力をお伝えします！

MONDO式麻雀
9/17［月］午後9:30〜他

闘え！パチスロリーグ
9/1・15・29［土］午後11:30 〜他
いよいよ新リーグ始動！今月は全員集合しリーグ開幕前のオープン戦！
出演：木村魚拓、嵐、倖田柚希、 ヤスシ、跡美しゅり
＃1 全員集合スペシャル 前半戦 ＃2 全員集合スペシャル 後半戦
＃3 嵐 VS 跡美しゅり 前半戦

MONDOシアター 日本統一 8・9・10
9/3・10・17［月］午後11:00 〜他
本宮泰風、山口祥行、小沢仁志など、
Vシネ界豪華出演陣によるオールスター超大作シリーズ！
仁義、裏切り、抗争・・・この物語には任侠のすべてが詰まっている！
また、9月は1から10 まで豪華一挙放送！

テリー伊藤の大人夜遊び

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル3

キャバすか学園

真王伝説

9/14・28［金］午後11:00 〜他

9/14・28［金］午後11:30 〜他

毎週［水］深夜 0:00 〜他

毎週［日］午後10:00 〜他

大人夜遊びと題し、日本各地の繁華街などの
ディープスポットにテリー伊藤自ら潜入！
＃20 総集編 ＃21 札幌・すすきの（仮）

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！
9月は優勝決定戦の前・後半戦をお届け！

AKB48メンバー出演の人気ドラマ
「マジすか学園」シリーズ、キャバクラ編！
宮脇咲良（HKT48/AKB48）主演で
毎週お届け！

TM & © 2018 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved. 【日本統一】© 2014アドバンス【キャバすか学園】©「キャバすか学園」製作委員会

人気パチンコライターたちが実戦出玉勝負！
出演： 神谷玲子、玉ちゃん、MYME

MONDO TV TIMETABLE
MON

TUE

3.10.17.24

4.11.18.25

5
3日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル

7

3日～ 常勝理論！

8

ガールズパチンコリーグ・クリスタル

9

夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2018

玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

11

廃墟の休日

CASINO☆Grand Prix

3日～ 怪談テラーズ

闘え！パチスロリーグ
怪談テラーズ
3日～ カ
 リスマチューニング
～ポルシェ～
24日- The MONDO Times

パチンコ激闘伝！
実戦守山塾

コサキンのラジオごっこ

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 3

常勝理論！

甦れ！古代発明

怪談テラーズ

キャバすか学園

ガールズパチンコリーグ・クリスタル
玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

SUN

Vシネマ

2.9.16.23.30

1日～ 夕
 刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ
2018
22日～ MONDO式 麻雀

新TV見仏記

廃墟の休日

守山塾
玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

モンド麻雀プロリーグ
18/19
第16回女流モンド杯

常勝理論！

常勝理論！

3日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ
17日～ ダ
 イアモンドユカイの
The MONDO Times

3日～ ★
 夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2018
17日～ ★MONDO式 麻雀

カリスマチューニング
～スーパーカー～

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 3

キャバすか学園

闘え！パチスロリーグ
6日- ミ
 リオンダラー・
カー・ハンターズ
13日～
東スポリサーチサークル

★MONDO
プライムシアター
モンド麻雀プロリーグ
18/19
第16回女流モンド杯

4日～「MONDO式 麻雀」一挙放送 / (22:30～)「モンド麻雀プロリーグ 役満ベストセレクション」一挙放送
13日～「MONDOシアター／日本統一」一挙放送

石神秀幸の
決断！ラーメン開拓紀行

★MONDOシアター

20日～ ｢石神秀幸の決断！ラーメン放浪記｣一挙放送

★玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

★モンド麻雀プロリーグ
18/19
第16回女流モンド杯

5日- カ
 リスマチューニング
～ランボルギーニ～
12日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ

★キャバすか学園

0

★怪談テラーズ

★テリー伊藤の大人夜遊び

6日～
女神降臨 in
ビジュアルクイーン撮影会
20日～ MONDOシアター

★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 3
Sweet Angel

おいで！パチスロリーグ
ガールズパチンコリーグ・
クリスタル
闘え！パチスロリーグ

常勝理論！

守山塾

6日～ 夕
 刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ
2018
20日～ MONDO式 麻雀

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル

2

12
1
2日～「おいで！パチスロ
リーグ」一挙放送
16日～ (15:00～)
｢石神秀幸の
決断！ラーメン放浪記｣
一挙放送

4

★MONDO
アドレナリンシアター /
MONDO
プライムシアター

モンド麻雀プロリーグ
18/19
第16回女流モンド杯

MONDOシアター

★真王伝説

テリー伊藤の大人夜遊び

怪談テラーズ

モンド麻雀プロリーグ
18/19
第16回女流モンド杯

MONDOシアター

6日～ イジリー・春日の美人妻いただきます

mondotv.jp

モンドTV

検索

0570-03-8800

tel.

受付時間 10:00〜20:00（年中無休）

CATV で観る!

で観る!

詳しくは

お近くの CATV各局
お問い合わせください。

へ

※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。

7
8
9
10

★常勝理論！

0

2日- Sweet Angel
9日～ 女神降臨
MONDO
プライムシアター /
MONDO
アドレナリンシアター

14日～ テリー伊藤と訳あり女

番組・ご視聴に関するお問い合わせ
MONDO TV カスタマーセンター

6

11

※29日- 女神降臨 in ビジュアルクイーン撮影会

4

5

★守山塾

女神降臨 / Sweet Angel

MONDOシアター / MONDOアドレナリンシアター / MONDOプライムシアター

2
3

キャバすか学園

Sweet Angel

3

11

1日～
ほんとにあった心霊写真
名車の殿堂
～壇蜜エロコワ・コメンタリー～ ザ・クラシックカーSHOW
22日～ MONDO式 麻雀

★闘え！パチスロリーグ

9

ミリオンダラー・
カー・ハンターズ

JK ミステリ 巡礼

★ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

8
10

ガールズパチンコリーグ・
玉袋筋太郎の
クリスタル
ナイトスナッカーズ・リターンズ

1日- おいで！パチスロリーグ
8日～ 闘え！パチスロリーグ

7

甦れ！古代発明

守山塾

14日～ モンド麻雀プロリーグ 至高の一局

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

守山塾

闘え！パチスロリーグ
最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 3

旧車ＴＶ
レストア・ファクトリー

吼えろ！パチスロリーグ

3日～「おいで！パチスロリーグ」一挙放送

常勝理論！

MONDOシアター

モンド麻雀プロリーグ17/18
3日～ 第15回女流モンド杯
12日～ 第2回モンド新人戦
14日～ 第2回モンド杯チャレンジマッチ
20日～ 第18回モンド杯

7

6

ガールズパチンコリーグ・ブラック

怪談テラーズ

26日～ 東スポリサーチサークル

旧車ＴＶ
レストア・ファクトリー

5日～ カリスマチューニング ～ランボルギーニ～

守山塾

カリスマチューニング ～スーパーカー～

ガールズパチンコリーグ・
クリスタル

常勝理論！

モンド麻雀プロリーグ
18/19
第16回女流モンド杯

6

1

27日～ 守山塾

モンド麻雀プロリーグ
18/19
第16回女流モンド杯

7日～ 吼えろ！パチスロリーグ

5

11

1.8.15.22.29

パチ＆スロ

常勝理論！ / 守山塾

MONDOシアター / MONDOプライムシアター

4

10

SAT

麻雀

5

モンド麻雀プロリーグ14/15
3日～ 第12回女流モンド杯
21日～ 第15回モンド杯

3

9

7.14.21.28

アイドル

13日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル

10日～ おいで！パチスロリーグ

闘え！パチスロリーグ

12

8

FRI

エンタメ

3日- 廃墟の休日
4日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト
19日～ ラジコン・ドリフト・マスターズ
24日～ 旧車ＴＶ レストア・ファクトリー
27日～ さすらいの競馬ギャンブラー 2

10

2

6.13.20.27

特集枠

麻雀デラックスアンコール モンド21王座決定戦

6

1

★ 新作（初回放送）

2018 September
WED 5.12.19.26 THU

IPTVで観る!

1
2
3
4

詳しくはご加入の各社へ
お問い合わせください。

