
よしもとばなな原作『白河夜船』、26年の時
を経て奇跡の映画化！
安藤サクラ、井浦新、谷村美月 × 写真家・
若木信吾。実力派俳優らの静謐な演技と、透
明感あふれる映像でお届け。

10/9［金］深夜1:00～他

202010

世界でも人気を誇る日本のコスプレイヤーの
クールさ、可愛さを写真と映像を融合した「シ
ネマグラフ」でスタイリッシュに撮影した、新
しいアイドル番組が誕生！
＃1 火将ロシエル　＃2 山吹りょう

コスプレJAPAN

10/7・21［水］深夜0:00～他

麻雀破壊神 むこうぶち傀 山師

10/5［月］午後11:00～他

セガールVS.ゾンビ 夢の対決！
タオ（スティーヴン・セガール）率いるゾンビハ
ンターは病院内に取り残された6名の生存者
を救出するため、ゾンビで溢れ還る院内へ突
入。果たして彼らは生存者を救出できるのか？

スティーヴン・セガール 斬撃 -ZANGEKI-

10/10［土］午後9:00～他

TM & © 2020 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved. 　
 ［ザ・純烈ショー！３］ © G-STAR.PRO  ［キャプテン］ © ちばあきお・エイケン ［麻雀破壊神 むこうぶち傀 山師］ © 2020天獅子悦也/竹書房/アドバンス ［スティーヴン・セガール 斬撃 -ZANGEKI-］ © 2009 Sony Pictures Worldwide Acquisitions Inc. All Rights Reserved. ［白河夜船］ © 2015よしもとばなな／『白河夜船』製作委員会

人気麻雀漫画「高レート裏麻雀列伝 むこう
ぶち」を金子昇を主演に迎え、新シリーズで
映像化!!
さらに、袴田吉彦・主演「むこうぶち 高レー
ト裏麻雀列伝」全16話も一挙に放送!!

白河夜船

［月］～［金］深夜0:30～ ※10/1［木］スタート

ザ・純烈ショー！3
10/8・22［木］午後11:00～他

新番組新番組

新番組新番組

モンド麻雀プロリーグ20/21
第18回女流モンド杯

毎週［火］午後11:00～他 ※10/20［火］スタート

女流プロ雀士たちの華やかさ × 麻雀プロリーグの真剣勝負！
女流プロの憧れの舞台「女流モンド杯」、20/21シーズンがついにスタート！
女流プロ雀士たちの華やかさ × 麻雀プロリーグの真剣勝負！
女流プロの憧れの舞台「女流モンド杯」、20/21シーズンがついにスタート！

新シリーズ新シリーズ

MONDO TVに純烈が再び降臨！MONDO TVに純烈が再び降臨！MONDO TVに純烈が再び降臨！MONDO TVに純烈が再び降臨！

1972年から「月刊少年ジャンプ」で連載開始した「キャプテン」。
等身大の主人公達が努力や苦悩を経て成長していく姿が、それまでのスポ根
作品とは一線を画し、読者の共感を得た大人気作品！

“大人の男の趣味遊び”を楽しみながら
温泉やマル秘スポットも紹介。
メンバーのプライベート感満載の素顔や、
大好評の歌謡ショーも必見！
純烈ファンにはたまらない夢の30分！
＃1 純烈パチンコバトル！ 小田井 VS 白川 前編
＃2 純烈パチンコバトル！ 小田井 VS 白川 後編

新番組新番組



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！

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
カレー放浪記 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

旧車TV レストア・ファクトリー 
Season2

4日- ワンダーJAPAN TV 
11日～ ザ・純烈ショー！3

3日～ 怪談テラーズ 
31日- ワンダーJAPAN TV

試してバッテン！？
良い子は絶対真似しないでね

MONDO式 麻雀 ミリオンダラー・
カー・ハンターズ

3日- 
大阪アースダイバー
～ケンコバ的 歴史発掘手帖～/ 
(13:00～)
ワンダーJAPAN TV 
 
10日～ MONDOシアター 4日- 

「トップギア シリーズ26」
一挙放送
 (16:00～)
大阪アースダイバー
～ケンコバ的 歴史発掘手帖～
11日- 「ザンビ」一挙放送
18日-(11:00～)
★モンド麻雀プロリーグ
20/21 第7回女流モンド杯
チャレンジマッチ
25日- 

「マジムリ学園」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
19/20 
3日～ 
第16回モンド王座決定戦 
 
モンド麻雀プロリーグ
20/21 
24日～ 
第18回女流モンド杯

カリスマチューニング
 ～ポルシェ～

守山塾

ガールズパチンコリーグ・
サファイア

4日、25日- ワンダーJAPAN TV 
11日、★18日- 
ミスティーノカジノゲーム クイーン

恋するパチスロリーグ モンド麻雀プロリーグ19/20 
4日～ 
第16回モンド王座決定戦 
 
モンド麻雀プロリーグ20/21 
25日～ 
第18回女流モンド杯

常勝理論！

寄生獣　セイの格率 4日- 
大阪アースダイバー
～ケンコバ的 歴史発掘手帖～/
(20:00～)
ミスティーノ
カジノゲーム クイーン 
 
11日～ MONDOシアター

3日- 
ワンダーJAPAN TV 
10日～ 
ザ・純烈ショー！3

ザンビ
4日～ カレー放浪記 
25日-  ミスティーノ 

カジノゲーム クイーン

★MONDO
プライムシアター / 
MONDOシアター

4日～ 
F1グランプリ・ヒーローズ 
25日- 
テレビ見墳記
～ご近所古墳を味わうひととき～

トップギア シリーズ243日～ 怪談テラーズ 
31日-  ミスティーノ 

カジノゲーム クイーン
★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

モンド麻雀プロリーグ19/20 
3日～
第16回モンド王座決定戦 
 
モンド麻雀プロリーグ20/21 
24日～
第18回女流モンド杯

★常勝理論！

4日- Sweet Angel 
11日～ コスプレJAPAN

3日- 
大阪アースダイバー
～ケンコバ的 歴史発掘手帖～/
 (13:00～)
ワンダーJAPAN TV 
 
10日～ MONDOシアター

MONDO
プライムシアター / 

MONDO
アドレナリンシアター

女神降臨

3日- テリー伊藤の大人夜遊び 
10日～ コスプレJAPAN トップギア シリーズ23

JK ミステリ 巡礼

1日～ 光れ！パチスロリーグ　　21日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 2

1日～ 守山塾　　19日～ 吼えろ！パチスロリーグ

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 モンド麻雀プロリーグ19/20 
7日～ 第16回モンド王座決定戦 
 
モンド麻雀プロリーグ20/21 
21日～ 第18回女流モンド杯

守山塾 常勝理論！
試してバッテン！？良い子は絶対真似しないでね カレーの門戸
5日-  最強馬券師決定戦！ 

競馬バトルロイヤル SP
12日～MONDO式 麻雀

トップギア シリーズ23
旧車TV レストア・ファクトリー 

Season2
2日～ バジリスク～甲賀忍法帖～ 
16日～ ワンダーJAPAN TV

7日- ミスティーノ カジノゲーム クイーン 
14日～ ザ・純烈ショー！3 新田恵海の恐竜DEEP ザンビ

1日～ ガールズパチンコリーグ・プラチナ　　19日～ カレー放浪記

1日～ おいで！パチスロリーグ　　5日～ 怪談テラーズ　　29日～ 闘え！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ13/14 
1日～ 第14回モンド杯 

5日～ 第8回名人戦 
27日～ 第10回モンド王座決定戦

恋するパチスロリーグ
モンド麻雀プロリーグ19/20 
6日～ 第16回モンド王座決定戦 
 
モンド麻雀プロリーグ20/21 
27日～ 第18回女流モンド杯

常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・
サファイア

守山塾
5日- ワンダーJAPAN TV 
12日～ ザ・純烈ショー！3

CASINO☆Grand Prix
新田恵海の恐竜DEEP 旧車TV レストア・ファクトリー

Season2
2日～  カリスマチューニング 

～ランボルギーニ～
30日～  ラジコン・ドリフト・マスターズ

MONDOシアター / MONDOプライムシアター 
 

19日～22日 モンド麻雀プロリーグ20/21 第7回女流モンド杯チャレンジマッチ

1日～ 石神秀幸の決断！ラーメン発掘旅　　30日～ カレーの門戸

モンド麻雀プロリーグ17/18 
1日～ 第18回モンド杯 
23日～ 第12回名人戦

1日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル　　15日- ミスティーノ カジノゲーム クイーン　　16日～ カリスマチューニング ～ポルシェ～

1日- 「トップギア シリーズ25」一挙放送　　2日～ 「トップギア シリーズ26」一挙放送 
9日- 大阪アースダイバー～ケンコバ的 歴史発掘手帖～　　12日～ 「ザンビ」一挙放送 

19日～ 「モンド麻雀プロリーグ 至高の一局」一挙放送　　26日～ 「マジムリ学園」一挙放送

常勝理論！ 守山塾

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

モンド麻雀プロリーグ19/20 
2日～ 第16回モンド王座決定戦 
 
モンド麻雀プロリーグ20/21 
23日～ 第18回女流モンド杯

マジムリ学園
トップギア シリーズ24

怪談テラーズ 旧車TV レストア・ファクトリー
 Season2

モンド麻雀プロリーグ
至高の一局

MONDO式 麻雀 1日-(～23:30) MONDOシアター 劇場版 HUNTER×HUNTER ～緋色の幻影（ファントム・ルージュ）～ 
2日-(～23:30) MONDOシアター 劇場版 HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION- 

 
6日～ 「MONDOシアター むこうぶち 高レート裏麻雀列伝」一挙放送5日～ ザ・純烈ショー！2 

26日- ワンダーJAPAN TV

★MONDOシアター
★モンド麻雀プロリーグ19/20 
6日～ 第16回モンド王座決定戦 
 
★モンド麻雀プロリーグ20/21 
20日～ 第18回女流モンド杯

ミリオンダラー・
カー・ハンターズ

8日～ ★ザ・純烈ショー！3 旧車TV レストア・ファクトリー
Season2

★1日、22日-  ミスティーノ 
カジノゲーム クイーン

8日、15日、29日- ワンダーJAPAN TV
戦慄トークショー
永野が震える夜

★コスプレJAPAN
1日～ 怪談テラーズ 
29日-  ミスティーノ 

カジノゲーム クイーン
新田恵海の恐竜DEEP

★キャプテン

5日-(～2:30) ★ MONDOアドレナリンシアター 
AKiBa童貞ボーイズ ＜R-15＞

12日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア
6日-(～2:30)
★MONDOアドレナリンシアター 
時をかける童貞 ＜R-15＞ 
20日～ 常勝理論！

7日-(～2:30)
★MONDOアドレナリンシアター 
ゾンビ・ブライド ＜R-15＞ 
14日～ 守山塾

1日、15日～ MONDO式 麻雀 
8日-(～2:30)
★MONDOアドレナリンシアター 
ハーフゾンビ DEAD or ALIVE
＜R-15＞

★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～ 他人のSEXで生きてる人々　　29日～ ザンビ

1日～ 女神降臨　　30日～ テリー伊藤の大人夜遊び

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

26日～29日 モンド麻雀プロリーグ20/21 第7回女流モンド杯チャレンジマッチ

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。

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）

※2020年10月13日(火)25:00〜翌朝7:00　メンテナンスのため放送休止

モンド21麻雀プロリーグ
1日～ 第3回モンド21王座決定戦　15日～ 第4回女流モンド21杯　27日～ 第7回モンド21杯

Sweet Angel

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