
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！
＃106 荻窪　　　＃107 大宮　＃108 目白
＃109 中央林間　＃110 鶴間

毎週［水］深夜0:30～他

2020 7

ブルース・ウィリス×ジェイソン・パトリック
×ジョン・キューザック×RAIN（ピ） 
超豪華ハリウッドスター共演で贈る、
ノンストップ・ハード・アクション!!

コードネーム:プリンス

7/18［土］午後9:00～他

嗚呼!!花の応援団

7/3・17・31［金］深夜1:00～他

競馬業界の有名人、専門誌の記者などから
最強馬券師を決定！
＃23 頂上決戦 第一戦（前）
＃24 頂上決戦 第一戦（後）

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル5

7/10・24［金］後11:30～他

TM & © 2020 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved. 　
［ザンビ］© 「ザンビ」製作委員会  ［マジムリ学園］© 「マジムリ学園」製作委員会  ［劇場霊］© 2015「劇場霊」製作委員会 ［コードネーム:プリンス］© 2014 GEORGIA FILM FUND TWENTY-EIGHT, LLC   ［嗚呼!!花の応援団］© 日活株式会社

毎週［木］午後11:30～他 
※7/9［木］スタート

どおくまんプロ・原作、ロマンポルノでも数
多くの名作を残した曽根中生・監督による 
「嗚呼!!花の応援団」シリーズを3作放送

毎週［木］午後11:00～他 ※ 7/9［木］スタート

乃木坂46 齋藤飛鳥主演
パニック青春ドラマ!
乃木坂46 齋藤飛鳥主演
パニック青春ドラマ!

AKB48グループが出演する
大人気シリーズ「マジすか学園」が
新たな形で再び始動!

AKB48グループが出演する
大人気シリーズ「マジすか学園」が
新たな形で再び始動!

ザンビ新番組新番組

新番組新番組

マジムリ学園
7/27［月］午後11:00～他

伝説のホラー『女優霊』から20年、
恐怖映画の巨匠・中田秀夫監督が
到達した新境地! 

主演は元AKB48の島崎遥香。

伝説のホラー『女優霊』から20年、
恐怖映画の巨匠・中田秀夫監督が
到達した新境地! 

主演は元AKB48の島崎遥香。

劇場霊

玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

「7日間で私たちはこの世界からいなくなった...」 
乃木坂46のメンバーたちが、
繊細なタッチで描く映像美でおくる、
切なくも美しい新感覚サスペンスに体当たりで挑みます!



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！

守山塾 常勝理論！
4日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル 
18日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア 恋するパチスロリーグ

石神秀幸の決断！ラーメン発掘旅 最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 5

おいで！パチスロリーグ
4日- 旧車TV レストア・ファクトリー Season3 
11日～(～11:00)封印写真～壇蜜エロコワ・コメンタリー～ 新田恵海の恐竜 DEEP
4日-  ★ミスティーノカジノゲームサバイバル 前篇 

～イケメンMC争奪で美女が激突～ モンド麻雀プロリーグ 至高の一局

夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2020

12日～ 
トップギア シリーズ23

4日-  テレビ見墳記 
～ご近所古墳を味わうひととき～ / 

(13:00～)ワンダーJAPAN TV 
 
11日～ 劇場霊からの招待状 
(11日は～14:00)

5日- (11:00～)
MONDOシアター
むこうぶち15 麻雀の神様
(12:30～)
MONDOシアター
むこうぶち16 無邪気
(14:00～)
麻雀女子会
～箱根温泉編～
(15:30～)
麻雀女子会
～熱海温泉編～
12日～

「新田恵海の恐竜DEEP」
一挙放送
19日～(13:00～)

「戦慄トークショー
永野が震える夜」一挙放送
26日- (14:00～)

「MAX SPEED」一挙放送

玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

4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19/20 
18日～  第16回 

モンド王座決定戦

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 5

守山塾

4日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル 
18日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア

旧車TV レストア・ファクトリー
Season2

4日- 光れ！パチスロリーグ 
11日～ 恋するパチスロリーグ 5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19/20 
19日～  第16回 

モンド王座決定戦
常勝理論！

ミリオンダラー・カー・
ハンターズ

5日-  テレビ見墳記 
～ご近所古墳を味わうひととき～ /

(20:00～)
ミスティーノカジノ
ゲームサバイバル 前篇 
～イケメンMC争奪で美女が激突～ 
 
12日～ 劇場霊からの招待状 
(12日は～21:00)CASINO☆Grand Prix

カレー放浪記

★MONDO
プライムシアター /
MONDOシアター

5日～  ★麻雀 BATTLE ROYAL チーム・チャン
ピオンシップ 2020

19日-  ミスティーノカジノ
ゲームサバイバル 前篇 
～イケメンMC争奪で美女が激突～ / 

(21:30～)★勝負師たちの真剣バトル！ 
ミスティーノカジノゲームグランプリ 前篇 
26日- ワンダーJAPAN TV  軍艦島SPECIAL
5日- (～23:00)  最強馬券師決定戦！ 

競馬バトルロイヤル SP
12日～ ザンビ

怪談テラーズ 12日～ マジムリ学園

4日- ガールズパチンコリーグ・クリスタル 
11日～ ★ガールズパチンコリーグ・サファイア

★守山塾
★恋するパチスロリーグ

4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19/20 
18日～  第16回 

モンド王座決定戦

★常勝理論！

Sweet Angel

4日-  テレビ見墳記 
～ご近所古墳を味わうひととき～ /

(2:30～)ワンダーJAPAN TV 
 
11日～ 劇場霊からの招待状 
(11日は～3:30)

MONDO
プライムシアター / 

MONDO
アドレナリンシアター

女神降臨

4日- Sweet Angel 
11日～ ザンビ バジリスク～甲賀忍法帖～
4日- Sweet Angel 
11日～ マジムリ学園

1日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル　　10日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル

1日～ ガールズパチンコリーグ・ブラック　　16日～ 守山塾
6日- ガールズパチンコリーグ・クリスタル 
13日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア 恋するパチスロリーグ 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19/20 
15日～  第16回モンド王座決定戦

守山塾 常勝理論！
旧車ＴＶ レストア・ファクトリー カレーの門戸

夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2020

7日～  麻雀 BATTLE ROYAL  
チーム・チャンピオンシップ 2020

21日- ワンダーJAPAN TV / 
(9:30～) 勝負師たちの真剣バトル！ 

ミスティーノカジノゲームグランプリ 前篇
28日- 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル SP

2日～  旧車TV レストア・ファクトリー Season3
16日～ ワンダーJAPAN TV バジリスク～甲賀忍法帖～

玉袋筋太郎の
ナイトスナッカーズ・リターンズ

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 5

3日- ワンダーJAPAN TV 
10日～ マジムリ学園

1日～ ガールズパチンコリーグ・プラチナ　　6日～ ミリオンダラー・カー・ハンターズ
20日～ MAX SPEED　　23日～ ガールズパチンコリーグ・ホワイト

1日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル　　3日～ 闘え！パチスロリーグ　　22日～ カレーの門戸

モンド麻雀プロリーグ12/13 
1日～ 第13回モンド杯 
23日～ 第7回名人戦

恋するパチスロリーグ
7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19/20 
21日～ 第16回モンド王座決定戦

常勝理論！
2日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル 
16日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア

守山塾
玉袋筋太郎の

ナイトスナッカーズ・リターンズ
F1グランプリ・ヒーローズ

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 5

1日～  旧車TV レストア・ファクトリー 
Season3

15日～ ワンダーJAPAN TV
カリスマチューニング

～スーパーカー～

MONDOシアター / MONDOプライムシアター 
 

27日- (15:00～15:30) ミスティーノカジノゲームサバイバル 前篇 ～イケメンMC争奪で美女が激突～

1日～ 怪談テラーズ　　6日～ バジリスク～甲賀忍法帖～

モンド麻雀プロリーグ16/17 
1日～ 第1回モンド杯チャレンジマッチ 

3日～ 第17回モンド杯 
27日～ 第11回名人戦

1日～ カレー放浪記　　17日～ 闘え！パチスロリーグ

1日～ ｢封印写真～壇蜜エロコワ・コメンタリー～｣一挙放送　　3日- テレビ見墳記 ～ご近所古墳を味わうひととき～ 
6日～ 「トップギア シリーズ26」一挙放送　　13日～ 「新田恵海の恐竜DEEP」一挙放送 

21日～ 「戦慄トークショー 永野が震える夜」一挙放送　　29日～ 「MAX SPEED」一挙放送

常勝理論！ 守山塾
1日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル 
15日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア

2日- 光れ！パチスロリーグ 
9日～ 恋するパチスロリーグ 3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19/20 
17日～  第16回 

モンド王座決定戦

1日～  カリスマチューニング 
～ランボルギーニ～

15日～ ザンビ

2日～  麻雀 BATTLE ROYAL 
チーム・チャンピオンシップ 2020

23日-  ミスティーノカジノゲームサバイバル 前篇 
～イケメンMC争奪で美女が激突～ /

(21:00～)勝負師たちの真剣バトル！ 
ミスティーノカジノゲームグランプリ 前篇
30日-  テレビ見墳記 

～ご近所古墳を味わうひととき～
6日～ 新田恵海の恐竜DEEP 
27日- ワンダーJAPAN TV

7日-  旧車TV レストア・ファクトリー 
Season3

14日～ ワンダーJAPAN TV
最強馬券師決定戦！

競馬バトルロイヤル 5

★夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2020 1日～ 「モンド麻雀プロリーグ モンド王座決定戦」一挙放送 

7日～ 「寄生獣　セイの格率」一挙放送 
21日～ 「バジリスク～甲賀忍法帖～」一挙放送

6日～ 戦慄トークショー 永野が震える夜 
27日-  勝負師たちの真剣バトル！ 

ミスティーノカジノゲームグランプリ 前篇

6日～
★劇場霊からの招待状
(6日は～1:00)
27日- (～1:00)
★MONDOシアター
劇場霊

7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19/20 
14日～  第16回 

モンド王座決定戦

F1グランプリ・ヒーローズ

2日- (～0:30)MONDOシアター
フランス特殊部隊GIGN～エールフランス
8969便ハイジャック事件～ 
9日～ ★ザンビ

3日-  ★旧車TV レストア・ファクトリー 
Season3

10日～ ★真王伝説

9日～ ★マジムリ学園 ★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 5

★Sweet Angel 女神降臨
3日～  女神降臨 in 

ビジュアルクイーン撮影会
17日～  最強馬券師決定戦！ 

競馬バトルロイヤル SP
31日-  勝負師たちの真剣バトル！ 

ミスティーノカジノゲームグランプリ 
前篇 / 

(0:30～)女神降臨
コサキンのラジオごっこ JK ミステリ 巡礼 ★玉袋筋太郎の

ナイトスナッカーズ・リターンズ テリー伊藤の大人夜遊び

6日- ガールズパチンコリーグ・クリスタル 
13日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア

常勝理論！ 守山塾 夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2020 ★MONDO

アドレナリンシアター/
MONDOプライムシアター

恋するパチスロリーグ

1日～ ザ・純烈ショー！2　　20日～ 試してバッテン！？良い子は絶対真似しないでね

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

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21麻雀プロリーグ 
1日～ 第2回女流モンド21杯　8日～ 第5回モンド21杯

2日～ テリー伊藤と訳あり女　　11日～ テリー伊藤の大人夜遊び

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。

MON    6.13.20.27 TUE   7.14.21.28 WED   1.8.15.22.29 THU   2.9.16.23.30 FRI   3.10.17.24.31 SAT   4.11.18.25 SUN   5.12.19.26
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