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＜Monthly Focus＞

ザ・純烈ショー！



2

３０分番組全13本

タイトル 『ザ・純烈ショー！』

放送日

ハイビジョン

スーパー銭湯アイドル“純烈”がお届けするオリジナル番組がMONDO TVでスタート！！

オリジナル

＃1 10/17（水）午後11:00～11:30 他
＃2 10/31（水）午後11:00～11:30 他

『夢は「紅白」!親孝行!』というグループ目標を掲げているスーパー銭湯アイドル“純烈”
純烈があなたに贈る夢の３０分！
選抜メンバーが、遊びあり！食あり！温泉あり！と、純烈満載でお送りします！
ラストは圧巻の歌謡ショー、必見です！！

温泉街といえば温泉のある宿泊施設や外湯だけでなく、
その土地ならではの飲食店や土産物屋さん、遊戯店などを、各回選抜メンバーがリポート。
そして、最後にその温泉地のご当地ソングを歌い上げ、郷愁に誘われる番組をお届けします！

出演：純烈（酒井一圭、白川裕二郎、小田井涼平、友井雄亮、後上翔太）

エンタメ

（ｃ）G-STAR.PRO

メインボーカル
白川 裕二郎
Yujiro Shirakawa
184cm
忍風戦隊ハリケンジャー
（カブトライジャー・霞一甲役）

酒井一圭
Kazuyoshi Sakai 

186cm
百獣戦隊ガオレンジャー ー
（ガオブラック・

牛込草太郎役）

後上翔太
Shouta Gogami 
179cm
J:COM「ステキ+Life」
レギュラー

友井 雄亮
Yusuke Tomoi
178cm
仮面ライダーアギト
（仮面ライダーギルス・

葦原涼役）

小田井 涼平
Ryohei Odai
188cm
仮面ライダー龍騎
（仮面ライダーゾルダ・
北岡秀一役）

新番組

#1  第１話 蔵王温泉
記念すべき第1回目は、1900年の歴史を持つ「蔵王温泉」。
今回の選抜メンバーは？！くじ引きで選ばれた３人で楽しく旅します。
★圧巻の歌謡ショー！★
歌うは後上、「みちのくの女」。世の女性を魅了します。

#2 第２話 遠刈田温泉
今回は宮城の山奥にある温泉発祥の地と呼ばれる「遠刈田温泉」。
にっぽんの温泉１００選にも選ばれた秘湯。
愉快な選抜メンバー２人で旅します！
★圧巻の歌謡ショー！★
白川と小田井による「ああ宮城県」。
個性派の２人が歌う歌謡、必見です！！
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３０分番組 全12本

タイトル 『新田恵海の恐竜DEEP』

放送日

ハイビジョン

ラブライブで一躍有名になった声優新田恵海の冠新番組がMONDO TVでスタート！！

オリジナル

＃1 10/10（水）深夜0:00～0:30 他
＃2 10/24（水）深夜0:00～0:30 他

声優、歌手として活躍中の新田恵海が愛してやまない「恐竜」の世界にDEEPに迫る！

子供から大人まで魅了し続ける恐竜。
人々はなぜ、魅力を感じるのか！？
それは、知らないことだらけの未知なる生き物だから。
さぁ、一緒に恐竜のDEEPな世界を覗き見しましょう。

エンタメ新番組

™ & © 2018 Turner Japan.

#1 大迫力！恐竜ジオラマの世界に迫るでごザウルス！

#2 驚き！恐竜の生活に迫るでごザウルス！



60分×1本

タイトル 『最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤルSP』

放送日

エンタメ

最強馬券師チームと競馬通芸能人がガチンコ馬券勝負！
最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル」第４シーズンを迎えるにあたってのスペシャル番組！
「バトルロイヤル出演馬券師」と「競馬通の芸能人」がガチンコ対戦！

これまで快進撃を続ける、弥永明郎。第３シーズンも高額払戻のオンパレード、
もはや競馬バトルロイヤルのレジェンドと言える存在。
そんなレジェンド的な活躍を見せる弥永明郎大将が率いる『バトルロイヤル』チームと、
腕に覚えのある馬券上手を自認する芸能人の中から３人を選抜した『芸能人』チームとの対戦をスペシャルでお届け。
果たして『芸能人』チームは、弥永明郎率いる『バトルロイヤル』チームを破る事ができるのか！？

™ & © 2018 Turner Japan.

10/11 （木）午後11:30～深夜0:30 他

ハイビジョン

オリジナル

スペシャル番組

＜番組出演者＞
■芸能人チーム：レッド吉田（TIM）、徳井健太（平成ノブシコブシ）、篠崎愛（グラビアアイドル）
■バトルロイヤルチーム：弥永明郎（馬サブロー記者）、辻三蔵（レーシングライター）

弥永明郎、辻三蔵 レッド吉田、篠崎愛、徳井健太



30分×22本

タイトル 『最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル４』

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、第4弾！

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 第4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４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。

＜リーグ戦参加者＞
弥永明郎、辻三蔵、鈴木ショータ、京増真臣、津田麻莉奈 ※新メンバーは京増真臣と津田麻莉奈

™ & © 2018 Turner Japan.

＃1 10/12 ［金］午後11:30～深夜0:00 他
＃2 10/26 ［金］午後11:30～深夜0:00 他

鈴木ショータ（競馬エイト記者） 京増真臣（競馬ブック）弥永明郎（馬サブロー記者） 辻三蔵（レーシングライター）

＃１ 第１戦 辻三蔵ＶＳ津田麻莉奈（前）
＃２ 第１戦 辻三蔵ＶＳ津田麻莉奈（後）

ハイビジョン

オリジナル

取材可能

津田麻莉奈（元SDN48）

新シリーズ



３０分 隔週

タイトル 『ガールズパチンコリーグ・プラチナ』

放送日
＃1 10/ 6［土］午後11:00～11:30 他
＃2  10/20［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６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める。

人気女性パチンコライターの自腹実戦でリーグ戦、第6シーズンスタート！

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

#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
今回は新リーグの初戦、全員集合スペシャルの模様をお届け。

なるみん

新シリーズ
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1話６０分 全１０回

タイトル 『第１回三人麻雀GRANDPRIX』

放送日 #1 10/29（月）午後9:30～10:30 他

大物手が出やすく、派手な対局になりやすい「三人麻雀」をお届け！

MONDO TV初の三人麻雀のリーグ戦番組。
大物手が出やすく、派手な対局になりやすい「三人麻雀」！
番組では６人の選抜されたプロ雀士がリーグ戦を行い初代三人麻雀王を決定！

【出演プロ雀士】前原雄大、佐々木寿人、滝沢和典、山井弘、二階堂亜樹、高宮まり
【実況】梶本琢程
【レポーター】菅原千瑛

#1 予選第１回戦 佐々木×亜樹×滝沢

ハイビジョン 麻雀新番組

オリジナル

™ & © 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18/19

『第１9回モンド杯』 #１

放送日 #1 10/30（火）午後11:00～0:30 他 ＊以後 毎週［火曜］午後11:00～0:30 他

実力ある若手プロ雀士たちの真剣勝負！！
モンド麻雀プロリーグの三大タイトル戦の1つ新進気鋭の若手プロが真剣対局！
優勝者には、モンド麻雀プロリーグの最高タイトル戦『王座決定戦』の出場権が与えられます。

今回も入替選抜戦制度を導入。
『モンド杯チャレンジマッチ』で勝ち上がった2名が出場権を得て出場します。
新たなプロが出場することでこれまで以上の激戦が繰り広げられることは必至です。

また、この19回から対局数が増え、予選は各自が6回を打ち（予選全18戦）、総合点の上位2名が決勝進出、
2位から10位の8名が準決勝卓に進みます（下位2名は予選敗退）。
準決勝は点数を持ち越して各自1回（準決勝全2戦）、総合点の上位2名が決勝進出。
決勝は予選の点数を持ち越さずリセット。2回戦を行い優勝者を決定します。

実況：土屋和彦 / ナビゲ－タ－：梶本琢程

ハイビジョン

滝沢和典
（日本プロ麻雀連盟）

石橋伸洋
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

村上淳
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

麻雀

オリジナル

白鳥翔
（日本プロ麻雀連盟）

第３回モンド杯チャレンジマッチ
優勝者 2名

小林剛
（麻将連合）

新番組

柴田吉和
（日本プロ麻雀連盟 ）

山井弘
（ モンド 推薦枠）

勝又健二
（ モンド 推薦枠）

福島佑一
（日本プロ麻雀連盟）

蛯原朗
（日本プロ麻雀連盟）

™ & © 2018 Turner Japan.
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1話９０分 全４回

タイトル
モンド麻雀プロリーグ18/19

『第3回モンド杯チャレンジマッチ』

放送日 #1～4 10/28［日］午前11:00～午後5:00 他 ＜4話連続＞

「第19回モンド杯」出場権を得るため、８名の若手雀士が真剣対局！
『MONDO TV 麻雀プロリ－グ』の3タイトルのひとつ「モンド杯」への出場権を得るために、
8名の若手雀士が2戦のスプリント勝負に挑み、己の持てるすべてをかけて戦う！

入替選抜戦制度を導入後、今回が3回目となる「モンド杯チャレンジマッチ」。
前年度の「第18回モンド杯」予選敗退４名と、成長著しい若い世代のプロ雀士より選抜された4名の計8名で戦う入替戦。
予選敗退者にとっては前年のリベンジであり、屈辱を晴らすための戦い。
そして、若手雀士にとっては、実力で１ステージ上へと上がっていくチャンス。
まさにチャレンジの舞台であり、成功への第一歩とも言える戦いです。
8名の雀士が、抽選によりＡ卓とＢ卓に分かれ、ともに2回戦を戦い、各々2回戦の合計ポイントの最多獲得者1名ずつ、
計2名が、「第19回モンド杯」の出場権を得ます。熱い闘牌の模様を4話連続でお届けします。

ハイビジョン 麻雀

実況：筒井大輔 /ナビゲーター：梶本琢程 / ゲスト解説：滝沢和典

新番組

オリジナル

金太賢（チャレンジ枠 ）
日本プロ麻雀協会

内川幸太郎（チャレンジ枠 ）
日本プロ麻雀連盟

平賀聡彦 （チャレンジ枠 ）
最高位戦日本プロ麻雀協会

尻無濱航 （チャレンジ枠 ）
日本プロ麻雀協会

佐々木寿人
（日本プロ麻雀連盟）

井出康平
（日本プロ麻雀連盟）

木原浩一
（日本プロ麻雀協会 ）

角谷ヨウスケ
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

™ & © 2018 Turner Japan.
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120分

タイトル 『劇場版 びったれ!!!』
放送日 10/15［月］午後11:00～深夜1:00 他

＜ストーリー＞
かつては暴力団組織の金バッヂ、狂犬と恐れられた男・伊武努(田中圭)。極道から足を洗い、いまや司法書士となり亡き姉の娘・かりん(岩崎未
来)を男手一つで育てているシングルファーザー。ドラマ最終話で無事に娘を取り戻し、平和な生活に戻ったかのように思えたが、幼稚園のパパ友は
またも不当解雇に怯え、大事な補助者・杉山(森カンナ)の実家は不正な取引で立ち退きを迫られ、かりんまで人質に…。ライバル弁護士・霧浦(
山本耕史)の狡猾な戦略、そして外道な伊武の父(竹中直人)の魔の手が伊武の前に立ちはだかる。皆の未来を背負った伊武は義理と人情を貫
き、かりんと杉山、善良な市井の人々を守ることができるのか！？
社会の弱者のためにスーパー司法書士として悪徳強者を倒す姿が爽快な法律相談エンターテインメント！

2015年 日本 99分 原作:田島隆／漫画:高橋昌大(別冊ヤングチャンピオン) 脚本:竹内清人 監督：金田敬

出演 :田中圭 森カンナ／岩崎未来 日向丈 池田鉄洋 黒田大輔 西田篤史 池谷公二郎 城みちる 国広富之
山本耕史 竹中直人

Ｖシネマハイビジョン

田中圭主演で贈る超庶民派 司法書士マンガの実写ドラマ！
田中圭が、お人好しシングルファーザー、切れ者司法書士、極道役の三変化を熱演！

(C)田島隆・高橋昌大（別冊ヤングチャンピオン）2013 / 2014「びったれ!!!」製作委員会

MONDOシアター



120分

タイトル 『ゾンビ・ヘッズ 死にぞこないの青い春』

放送日 10/5［金］深夜1:00～3:00 他

MONDOプライムシアター 洋画ハイビジョン

ゾンビ人間 ｖ ｓ ゾンビハンターの飽くなき戦い！
半分ゾンビ人間がかつての婚約者に婚約指輪を届けるべく奮闘するゾンビ・コメディ作品。

(C) 2011 FroBro Films, All Rights Reserved

＜ストーリー＞
３年ぶりに目覚めたオタク系青年マイクは困惑していた。街がゾンビの集団とそれを迎え撃つ人間たちの姿で溢れていたのだ。その時
マイクを銃弾が襲う。死ぬ！と思ったのも束の間、全く痛みを感じないマイク。あれ？と訝しがる彼にブレントと名乗るゾンビが親しげに
声をかけてきた。ブレントが語る所によると、彼らは人間の記憶と知性を取り戻してしまった珍しい“半分ゾンビ”だというのだ。「人間に
もゾンビにもなれない半端ものかよ…。」と打ちひしがれるマイクだったが、ポケットを探るとそこには愛する恋人に渡しそこねた婚約指
輪が。ブレントの励ましもあり、彼らは時に人間、時にゾンビのフリを繰り出しながら恋人を探す旅を始める。しかし、やっかいな“半分
ゾンビ”を軍が見逃すはずもなく、ゾンビハンターたちが彼らの行く手を阻むべく猛スピードで追撃を始めていた…。

制作：2011年 アメリカ 95分 原題：DEADHEADS
脚本&監督：ブレッド・ビアス／ドルー・T・ビアス

出演 :マイケル・マッキディ/ロス・キダー/マーカス・テイラー/トーマス・ガラッソー/エデン・マリアン/レナード・ケリー＝ヤング/ナタリー・ヴィ
クトリア



90分

タイトル 『ウォーキング・ゾンビランド』

放送日 10/19［金］深夜1:00～2:30 他

MONDOプライムシアター 洋画ハイビジョン

あの「ウォーキング・デッド」をパロディにしたおバカムービーが登場！
大爆笑のシュールでおバカなゾンビ・ムービー！守れ！戦え！そして笑え！！

(C) 2014 WALKING WITH THE DEAD MOVIE, LLC

＜ストーリー＞
保安官のリンカーンは、息子のデッドボールが原因で昏睡状態に陥ってしまう。29日後、目を覚ますと世界の文明は崩壊しており、
生ける屍が歩きまわっていた。彼は息子のクリスを連れて、ショッピングモールで生き残っている人間と合流する。ここではらちがあかな
いと考えたリンカーンは、ゾンビ・フリーゾーンの“約束の地”である農場を目指す―。

制作：2015年 アメリカ 88分
監督：スコット・ダウ 脚本：ティム・オルグツリー
出演 :デイヴ・シェリダン/ティム・オルグツリー/ジョーイ・オレスビー/トロイ・オルグツリー/ソフィアー・テイラー



30分 全12話

タイトル 『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

旧車のサンバーをカスタムした小さなランボルギーニ名づけて珍車サンバルギーニが登場！

オリジナル

#7     10/24［水］午後11:30～0:00 他

#7  レストア HONDA1300内装
Honda1300の内装、椅子のレストアを行う。内張専門業者にシートのレストアを依頼しシート作り！
群馬自動車大学校で行われた旧車イベント「第一回昭和、平成のクラシックカーフェスティバル」の様子をお届け。
スバルや三菱の旧車などを紹介。
旧車オーナー訪問コーナーは、旧車のサンバーをカスタムして、小さなランボルギーニ名づけて「サンバルギーニ」を
制作しカスタムして楽しむオーナーを紹介します。

™ & © 2018 Turner Japan.



90分

タイトル 「日本統一 11」

放送日 #11     10/1［月］午後11:00～深夜0:30 他

Ｖシネマ

（C）2015アドバンス

MONDOシアター ハイビジョン

大ヒットシリーズ堂々の第11弾登場！！
豪華キャストで贈る極道長編！！

＜ストーリー＞
高松義仁会傘下の憂国義勇党の襲撃を受けた侠和会だったが、山崎組若頭・氷室（本宮泰風）の命を受けた、田村（山口祥行）の
猛攻により義勇党を壊滅させるのであった。この功績により氷室は侠和会々長・工藤（白竜）の盃を下ろされ直参へと昇格を果たした。同じ
頃、高松義仁会々長の変死により空席となった高松の利権をめぐり、四国全土へと広がる新たな抗争の幕が上がるのであった。

制作：2015年 86分 企画・原案:山本ほうゆう/脚本：村田啓一郎、山本芳久/監督：山本芳久
＜キャスト＞
出演：本宮泰風、山口祥行、小沢仁志、川村りか、宮内知美、松田ケイジ、白竜、哀川翔



90分

タイトル 「日本統一 12」

放送日 #12     10/8［月］午後11:00～深夜0:30 他

Ｖシネマ

（C）2015アドバンス

MONDOシアター ハイビジョン

豪華キャストが集結した大ヒットシリーズ第12弾！
東北を舞台に更なる進撃を進める侠和会！！

＜ストーリー＞
神戸を本拠地とする侠和会は、日本最大のヤクザ組織であり神戸を中心に、岐阜、名古屋、四国と着々とそのシマを広げて行っていた。
氷室（本宮泰風）は、稼業違いの者たちとも兄弟盃を交わし、ヤクザ社会において確かな地位を築いて行った。一方、関東では、対立
していた二大組織、丸打組と水神会が連合を組み、丸神連合を結成。これに尽力した丸神連合丸打組二代目三田組組長・秋本（
哀川 翔）もまた、過去の恩讐を越えて兄弟盃を交わした、氷室の兄弟分だった。西の侠和会と東の丸神連合この二大組織は日本ヤク
ザ社会に新しい秩序を作り上げるために競い合っているのである。しかし、東北は青森の老舗神農団体・菖蒲川一家の跡目問題に乗じ
て東北侵略を企む組織同士の抗争が勃発するのであった。

制作：2015年 80分 企画・原案:山本ほうゆう/脚本：村田啓一郎、山本芳久/監督：山本芳久
＜キャスト＞
出演：本宮泰風、山口祥行、小沢仁志、松田一三、川村りか、宮内知美、白竜、哀川翔
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120分

タイトル 『ＧＳワンダーランド』
放送日 10/22［月］午後11:00～深夜1:00 他

1968年から1970年、たった三年しかなかった「ＧＳブーム」。
『ＧＳワンダーランド』は、そんなＧＳブーム全盛期に生まれた架空のバンドの話。後にまったく語られることもなく、オリコン50位以内に一瞬入っただ
けの泡沫バンド。だけど、ごく少数のマニア達の記憶にいつまでも残っていた。それは、メンバーの一人が男装した女の子だったから…。主演のミク役に
は、栗山千明。なんと男装して王子様に変身！その相手役であり、タイツメンのギター担当・マサオには、栗山とのダブル主演となる石田卓也。バン
ドメンバーには水嶋ヒロ、浅利陽介。さらに、武田真治、高岡蒼甫、杉本哲太、大杉漣、ケンドーコバヤシ、三倉茉奈、三倉佳奈、温水洋一ら豪
華競演陣に加えてかつてのＧＳスター、岸部一徳も登場。
当時のＧＳサウンドも満載して、すさまじいスピードで走り去った「夢の時間」を、笑いと音楽と涙で彩る！

＜ストーリー＞
1968年。日劇前。大きな鞄を足元に置き、タバコをふかしながら日劇を見上げているミク（栗山千明）。その目は希望に満ちていた。マサオ（石
田卓也）、シュン（水嶋ヒロ） 、ケンタ（浅利陽介）の３人にオルガンを弾けるメンバーミク（栗山千明）で結成したGSバンド「ザ・ダイアモンズ」
髪を7・3分けし、可愛い顔をしたミクは、実は女で男装してバンドを続ければ歌手にして貰えると芸能プロダクションと約束をしていた。
そして、ミクが女だということを隠したまま「ダイアモンズ」は無事にデビュー。しかし「ダイアモンズ」デビュー曲の結果は最悪で、次のシングルが売れなけ
れば契約打ち切り。バンドは路線変更を余儀なくされ、名前もコスチュームも変更し、今までにない斬新なバンドで再デビューを決めた。かくして、タイ
ツを履いてニュー歌謡、王子様ルックのＧＳバンド「ザ・タイツメン」として再デビューする。すると女の子の様に可愛いミック（ミク）が大人気となり…。

2008年 日本 99分 監督：本田隆一 脚本：本田隆一/永森裕二
音楽プロデューサー：高 護 音楽：サリー久保田 主題歌「海岸線のホテル」作曲：筒美京平 作詞：橋本淳
出演 :栗山千明、石田卓也、水嶋ヒロ、浅利陽介、温水洋一、三倉茉奈、三倉佳奈、ケンドーコバヤシ、大杉漣、高岡蒼甫

武田真治、杉本哲太、岸部一徳 他

Ｖシネマハイビジョン

栗山千明、石田卓也、水嶋ヒロ、浅利陽介、岸部一徳など豪華出演者で贈る
グループサウンズブームを笑いと哀愁でコミカルに描いた音楽映画！

(C）2008「GSW」製作委員会

MONDOシアター
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90分

タイトル 『先生を流産させる会』
放送日 10/29［月］午後11:00～深夜0:30 他

「先生を困らせてやろう」
そうして、かねてから教諭に反発していた数人の生徒が、他のクラスメートにも声をかけて「流産させる会」を結成した。
2009年に愛知県のとある中学に通う１年生の男子生徒１１人が、数カ月後に出産を控えた３０代の担任女性教諭を標的に結成したグループ
は「先生を流産させる会」という名前だった。衝撃的なネーミングと、教諭の給食に異物を混ぜるといった陰湿な手口は一躍、全国ニュースとして報じ
られた。本作はその事件を基にしたフィクション作品である。

＜ストーリー＞
「先生、妊娠してるんだよね。気持ち悪くない・・・・」
ある郊外の中学校に通う女子生徒たちが結成した会、名付けて”先生を流産させる会”－妊娠した先生を流産させるために、少女たちは給食に異
物を混入するなど度重なる嫌がらせを試みる。「生まれる前に死んだんでしょ。いなかったのと同じじゃん」無邪気にそう告げる少女に、”大人”はどう答
えることができるのかー？

郊外の中学校で教師を務めるサワコ（宮田亜紀）が妊娠し、彼女が担任を受け持つクラスの生徒たちは活気づく。そんな中、ミヅキ（小林香織
）はサワコがセックスをしていることに異常な嫌悪を示す。やがて彼女は、自分が率いるグループで「先生を流産させる会」を結成、サワコの給食に理
科室から盗んだ薬品を混入して流産を促そうとする。味の異変を察知して給食を吐き出したサワコは、ミヅキの仕業だと知って彼女と仲間を激しく戒
める。だが、それを受けてミヅキは反省するどころか、より嫌がらせをエスカレートさせていき……。

2011年 日本 62分 監督・脚本：内藤瑛亮 脚本強力：佐野真規、松久育紀、渡辺あい
出演 :宮田亜紀、小林香織、高良弥夢、竹森菜々瀬、場涼乃、室賀砂和希、大沼百合子

Ｖシネマハイビジョン

少女たちVS女教師の”いのち”をめぐる葛藤を描いた、実話に基づく物語。
ネットで大論争を巻き起こした衝撃の問題作

(C）2011 内藤組

MONDOシアター



90分

タイトル 『お姉チャンバラ THE MOVIE』

放送日 10/12（金）深夜1:00～2:30 他

Ｖシネマハイビジョン

美女！＋水着！＋日本刀！＋ゾンビ！

ゾンビを斬って斬って斬りまくるシリーズ累計売上30万本の大人気アクションゲーム「お姉チャンバラ」シリーズを実写化。

＜ストーリー＞
戦乱の世、世界は狂乱の渦に飲み込まれ、街には謎の科学者・杉田（諏訪太朗）によって作られたゾンビが溢れ返っていた。
その中で、妹をさらわれた勝治（脇知弘）、娘を殺されたレイコ（橋本愛実）、そして最強のお姉チャン・彩（乙黒えり）が
杉田（諏訪太朗）を倒すために並み居るゾンビをなぎ倒す！

制作：2008年 日本 80分 監督・撮影：福田陽平 脚本：村川康敏/福田陽平
出演 :乙黒えり/橋本愛実/脇 知弘/中村知世/諏訪太朗/渡辺哲

（C）2008「お姉チャンバラ」製作委員会

ゾンビを斬って斬って斬りまくる大人気アクションゲーム「お姉チャンバラ」を実写化。
セクシー＆バイオレンス剣劇アクションムービー見参！

MONDOアドレナリンシアター



90分

タイトル 『お姉チャンバラ THE MOVIE vorteX』

放送日 10/26（金）深夜1:00～2:30 他

Ｖシネマハイビジョン

最強の敵・卑弥虚を倒せ！彩の二刀流が、ゾンビを斬って斬って斬りまくる!!大人気の『お姉チャンバラ THE MOVIE』の続篇！

＜ストーリー＞
不老不死の薬を研究中に生み出されたゾンビが世界中にはびこり、この世が終わりを迎えようとしている近未来。宿命の姉妹対決
を乗り越え、ゾンビの生みの親・科学者の杉田を倒した彩（手島 優）と咲（緒沢あかり）に、新たな試練が襲いかかる！忌血を
宿す最強の異母姉妹の前に立ちはだかった最強の敵、その名は卑弥虚（ひみこ・優木かおる）。ゾンビ軍団を率いるこの老女の目
的は？彩と咲に近づくミザリーと名乗る女の正体は？謎の少女ケイ（荒川ちか）が秘めた力とは？再び引き裂かれる、彩と咲の姉
妹の絆…。果たして彩は卑弥虚を倒し、人類を救えるのか！？

制作：2008年 日本 85分
監督・編集：東海林剛／脚本：福島芳樹／撮影監督：長野泰隆／アクション監督：小原 剛
出演 :手島 優／緒沢あかり／川村りか／星名陽平／荒川ちか／優木かおる／井村空美

(C)2009「お姉チャンバラ THE MOVIE vorteX」製作委員会

より激しく！より華麗に！よりセクシーに！あの「お姉チャンバラ」が帰ってきた!!

MONDOアドレナリンシアター
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全10話 30分

タイトル 『キャバすか学園』#10 

放送日

ハイビジョン アイドル

10/3（水）深夜0:00～0:30 他

(C)「キャバすか学園」製作委員会

宮脇咲良（HKT410/ AKB48）主演「マジすか学園」シリーズ、今度の舞台はキャバクラ！！

＜イントロダクション＞
“マジ女”が消滅！？ 学校再建を目指し、ヤンキーたちがキャバクラでマジバトル！！
親会社の倒産で閉校が決定した馬路須加女学園（通称・マジ女）。マジ女のピンチを救うため退学を決意し、さくら(宮
脇咲良)、おたべ（横山由依）、カツゼツ（兒玉 遥）、マジック（木﨑ゆりあ）らが立ち上がる！
ヤンキーの制服から一転、煌びやかなドレスに身をつつんださくらたちは、伝説のキャバクラプロデューサー・西園寺（筧 利夫
）、キャバクラ総選挙３連覇を誇るキャバクラ嬢となったセンター（松井珠理奈）とともに、No.1キャバ嬢を目指して奮闘す
ることに…。
しかし、そんな彼女たちをさまざまな困難が待ち受ける！ キャバクラの世界のルールやクセのある常連客・・・
さらに、アントニオ（山本 彩）＆シロギク（白間美瑠）が率いるライバル店とのトップ争いも勃発！
はたしてさくらたちは、マジ女を守ることができるのか！？

＜キャスト＞
宮脇咲良 松井珠理奈 横山由依 兒玉 遥／
木﨑ゆりあ 岡田奈々 高橋朱里 大島涼花 向井地美音 小嶋真子 込山榛香 中井りか 朝長美桜 神志那結衣
／渡辺麻友 山本 彩／
白間美瑠 矢倉楓子 須藤凛々花 渋谷凪咲 武藤十夢 川本紗矢 吉田朱里／西野七瀬／やべきょうすけ 岡田
浩暉 原口あきまさ 芋洗坂係長／
阿部亮平 末吉くん 酒井敏也 梶原 善／筧 利夫

＜スタッフ＞企画・原作：秋元 康 脚本：元麻布ファクトリー／遠藤察男 脚本協力：三田卓人
主題歌：「ハイテンション」AKB48 （キングレコード）

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！
ついに最終回！

最終回



６０分

タイトル 『MONDO式 麻雀 』
放送日

「新ルール麻雀バラエティ番組」麻雀芸人チームに、ワッキー、山本圭壱が登場！
MONDO TV初登場の山本圭壱に注目！

ハイビジョン 麻雀

【麻雀芸人軍】
ワッキー・山本圭壱

#20 10/ 1（月）午後9:30～10:30 他
#21 10/15（月）午後9:30～10:30 他

【ロボと妹】
小林剛・水瀬夏海

【元祖プリティギャルズ】
宮内こずえ・和泉由希子

【チームがらくた】
前原雄大・佐々木寿人

【対戦】
＃19 ＜SEASON7 第１回戦＞
ワッキー×前原雄大×宮内こずえ×水瀬夏海

＃20 ＜ SEASON7 第２回戦＞
山本圭壱×佐々木寿人×和泉由希子×小林剛

＃21 ＜ SEASON7 第３回戦＞
東場…山本圭壱×佐々木寿人×宮内こずえ×水瀬夏海
南場…ワッキー×前原雄大×和泉由希子×小林剛

MONDO TVでは「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、
これまで無いような画期的な麻雀の新ルール「MONDO式 麻雀」を独自に発案！

７シーズン目となる今回考案した新ルールは今巷のゲームで大人気のガチャガチャを採用した「MONDO式アイテムガチャガチャ」。
第１回戦の東１局、各々がガチャガチャでアイテムをゲット。もちろんアイテムはいつ使ってもＯＫだが第２回戦、
第３回戦に貯蓄しておくのもあり。さらに8000点以上であがった人は再度ガチャガチャを引けたり、面白カプセルも出てくる仕掛けも！
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！

オリジナル

™ & © 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18/19

『第16回女流モンド杯』#13～16

放送日 ■毎週［火曜］午後11:00～深夜0:30 他

いよいよ第16回優勝者が決定！！
人気の高い女流雀士の中でもタイトルを保持し、実力も持ち合わせたトッププロだけを集めた真剣対局番組。
総勢１２名の女流雀士による意地とプライドをかけた熱い対局を放送！

予選は各自が6戦ずつ、計18戦を戦います。放送上は各自４戦が放送対局、２戦が放送の無い対局となります。
予選終了時上位２名は決勝戦進出、下位２名は敗退となり次回チャレンジマッチに回ります。
準決勝は残った８名で得点を持ち越したまま、各自１戦。
上位２名が決勝戦に進出。決勝に残れなかった６名の中から２名は次回チャレンジマッチへ。
決勝戦は得点をリセットして、半荘２戦を戦い優勝者が決定します。

ハイビジョン 麻雀

■実況：土屋和彦／ナビゲ－タ－：清水香織

オリジナル

石井あや
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

池沢麻奈美
（日本プロ麻雀連盟）

第5回女流モンドチャレンジマッチ
Ａ卓、B卓勝者

日向藍子 西嶋ゆかり

第3回女流モンド新人戦
優勝者

秋瀬ちさと

宮内こずえ
（日本プロ麻雀連盟）

モンド推薦枠

™ & © 2018 Turner Japan.

和久津晶
（日本プロ麻雀連

盟）

二階堂亜樹
（日本プロ麻雀連盟）

黒沢咲
（ 日本プロ麻雀連盟）

大島麻美
（日本プロ麻雀協会）

和泉由希子
（日本プロ麻雀連盟）

水瀬夏海
（日本プロ麻雀協会）

最終回
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３０分番組

タイトル 『テリー伊藤の大人夜遊び』

放送日

ハイビジョン

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！

オリジナル

＃22 10/12（金）午後11:00～11:30 他
＃23 10/26（金）午後11:00～11:30 他

酒を飲まない、夜遊び初心者のテリー伊藤が全国の歓楽街・繁華街を訪れ夜遊びを満喫！
メディア初公開のお店など他では見る事が出来ない内容を盛りだくさんでお送りします。
全国のマル秘ナイトスポットを思う存分満喫していきます。
出張先で羽目をはずしたい、知らないお店は不安だ、そんな方々たち必見です。

＃22 誰も知らない！すすきの激ヤバ裏マップ
テリー伊藤が２年ぶり北の歓楽街すすきのへ。大通公園のビアガーデンで素人美女ナンパ！
オープンしたばかりテレビ初公開のおっパブでＤカップ娘２人組と濃厚パフパフプレイ！
スタイル良し、性格良し、サービス良し！奇跡の３拍子そろい踏みにテリー悶絶！！
ゆるいサービスだけで２５年以上続く謎のスナックでは豊満ママと下ネタトーク全開。
人気の秘密はミニスカート！？すすきの歴３０年の名物おかまも登場！

エンタメ

™ & © 2018 Turner Japan.
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30分 全24回

タイトル 「怪談 (ストーリー) テラーズ」

放送日

世にも奇妙な物語、怪談を語り合うオリジナル番組！

日常の狭間でまことしやかにささやかれる「こわい話」「心霊・幽霊話」。
非現実的な目撃談で世間を騒がせ続ける「世にも奇妙な都市伝説」。
はたまた、情報ソースがはっきりしない「怪奇現象」「噂話」の数々…
今宵、京都の某寺で、恐怖の夜会が幕開く。
さぁ、怪談師たちに思う存分、怪談を語り合っていただこう!!

作家、オカルトコレクター、僧侶など、摩訶不思議な事象に精通した者ばかりが出演。
「怪談（ストーリー）テラーズ」と命名された彼らが、不思議な現象を求め、旅にいざ出発！

出演：竹内義和、三木大雲、星加莉佐、松原タニシ

ハイビジョン エンタメ

オリジナル

™ & © 2018 Turner Japan.

＃17 10/11（木）午後11:00～ 11:30 他
＃18 10/25（木）午後11:00～ 11:30 他

取材可能

ゲスト：松原タニシ 竹内義和 三木大雲 星加莉佐



#51-80

タイトル 『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＞
#79 中野
#80 勝田台

#79 10/ 3（水）午後11：00～11:30 他
#80     10/10（水）午後11：00～11:30 他

CS初！

クレジット表記はありません。

#79 中野

最終回



３０分 全26話 隔週

タイトル 『闘え！パチスロリーグ』

放送日

パチ＆スロ

＃4 10/13［土］午後11:30～深夜0:00 他
＃5 10/27［土］午後11:30～深夜0:00 他

オリジナル

ハイビジョン

™ & © 2018 Turner Japan.

#4 嵐 VS 跡美しゅり 後半戦
いよいよ新リーグ開幕、嵐と初登場のセクシー女優、跡美しゅりが対決！
いったい何が起こるのか？！

#5 辻ヤスシ VS 倖田柚希 前半戦
#6 辻ヤスシ VS 倖田柚希 後半戦
リーグ開幕第２戦は、リーグ初出場の辻ヤスシと女王倖田柚希の対戦！
地平を駈ける獅子となるは果たしてどっちだ！！

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！

出演：木村魚拓、嵐、倖田柚希、辻ヤスシ、跡美しゅり

セクシー女優、跡美しゅりのパチスロ対戦をとくとご覧あれ！

跡美しゅり 辻ヤスシ 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

＃328 10/ 7［日］ 深夜 0:00～1:00 他
＃329 10/21［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



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！

＃248 10/14［日］午後11:00～深夜0:00 他
＃249 10/28［日］午後11:00～深夜0:00 他



30分 毎週

タイトル 『真王伝説』 ＃167-170

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、エハラマサヒロ、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！

東京田無「出玉王」で繰り広げられる
「パチンコ・パチスロ」の自腹実戦ガチンコバトル番組！

出演者たちが己の運と知識を駆使し、
勝利を目指す本格パチンコ・パチスロ実戦ドキュメント！


