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MONDO TV
Program Guide 2018年12月

＜Monthly Focus＞

MONDO TVオリジナル映画
『むこうぶち15 麻雀の神様』
『むこうぶち16 無邪気』
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９０分

タイトル 『むこうぶち15 麻雀の神様』
放送日 12/17［月］午後11:00～0:30 他

麻雀エンターテインメントシリーズ第15弾はMONDO TVオリジナル作品！
傀に勝った男。そして、麻雀に狂わされた男。二人の男の末路は！？

＜ストーリー＞
麻雀プロ研修生の水原祐太（賀集利樹）は牌王位決定戦の決勝に進み、見事優勝を勝ち取る。しかし、水原は実力で優
勝できなかったことに腹立たしさを感じていた。祝賀会で飲み過ぎた水原は先輩の高岩（村野武範）に介抱され、目が覚めると
そこは深夜の雀荘・東空紅だった。目の前には伝説の男・傀（袴田吉彦）が麻雀を打っており、高岩は「彼こそが真の雀士だ」
と水原に教える。傀に魅せられた水原は翌日東空紅に行き、早い時間から傀が来るのを待っていた。そんな中、常連の村田（
宮川一朗太）が現れる。独特な雰囲気で次々と勝っていく村田は傀に勝った唯一の男だった。

製作：2018年 82分
監督・脚本:片岡修二/闘牌指導：ケネス徳田、中村毅、黒木真生、斎藤桂史/闘牌アドバイザー：馬場裕一

出演：袴田吉彦、ガダルカナル・タカ、及川奈央、下元史朗、宮内こずえ、ひらがかんいち、荒正義（日本プロ麻雀連盟）、藤
崎智（日本プロ麻雀連盟）、村上淳（最高位戦日本プロ麻雀協会）、山井弘（日本プロ麻雀連盟）、白鳥翔（日本プ
ロ麻雀連盟）、都美（日本プロ麻雀協会）、馬場裕一、土屋和彦、村野武範、賀集利樹、宮川一朗太

© 2018天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム

MONDOシアター Ｖシネマ
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９０分

タイトル 『むこうぶち16 無邪気』
放送日 12/24［月］午後11:00～0:30 他

麻雀エンターテインメントシリーズ第16弾はMONDO TVオリジナル作品！
金や名誉は関係ない。相手を倒すこと。それが本物の勝負師。

＜ストーリー＞
東空紅の常連・雪乃（宮内こずえ）がついにプロ雀士・宮内こずえとしてデビューした。決勝戦がテレビで生放送され、東空紅の
メンバーもTVの前で見守っていた。そこに二年ぶりに水原祐太（賀集利樹）が東空紅に現れた。彼はこの二年間、全国を渡り
歩き、傀との勝負のため軍資金を貯めていた。先輩である高岩（村野武範）も水原の変化に驚きながらも水原の傀に対する
執念が自分にもあることに気づく。そしてついに、捜し求めていた傀が水原の前に再び姿を現す。

製作：2018年 85分
監督・脚本:片岡修二/闘牌指導：ケネス徳田、中村毅、黒木真生、斎藤桂史/闘牌アドバイザー：馬場裕一

出演：袴田吉彦、ガダルカナル・タカ、及川奈央、下元史朗、宮内こずえ、ひらがかんいち、新藤栄作、
清水香織（日本プロ麻雀連盟）、和久津晶（日本プロ麻雀連盟）、二階堂瑠美（日本プロ麻雀連盟）、
都美（日本プロ麻雀協会）馬場裕一、土屋和彦、村野武範、賀集利樹

© 2018天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム

MONDOシアター Ｖシネマ
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3０分

タイトル メイキング・オブ・「むこうぶち 15,16」

放送日 12/3［月］深夜0:30～1:00 他

どこにも属さず誰も必要としない一匹狼の真のギャンブラーとして生きる男、人鬼と書いて「傀かい」
その傀の周りを取り巻く人々の人間ドラマを描く「―高レート裏麻雀列伝― むこうぶち」
『近代麻雀オリジナル』（ 竹書房） で1999 年に連載が開始され、2000 年に『近代麻雀』に移籍して現在も連載中。
2018 年7 月現在、単行本は49 巻まで刊行中。（2018年7月時点）

人気漫画のVシネマシリーズ「むこうぶち」15、16がMONDO TVとコラボレーション！
番組では「むこうぶち15、16」の撮影現場に密着、手に汗握る闘牌シーンの撮影方法や人気キャストにインタビュー。
もちろん最新作の本編映像など見どころ満載でお贈りします。

MONDOシアター Ｖシネマ

MONDO TV オリジナル映画「むこうぶち 15 麻雀の神様」「むこうぶち 16 無邪気」

完成を記念して、撮影現場に密着したメイキング版を特別放送！

© 2018天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム
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どこにも属さず誰も必要としない一匹狼の真のギャンブラーとして生きる男、人鬼と書いて「傀」（かい）
その傀の周りを取り巻く人々の人間ドラマを描く「―高レート裏麻雀列伝― むこうぶち」
『近代麻雀オリジナル』（ 竹書房）で1999 年に連載開始され、2000 年に『近代麻雀』に移籍して現在
も連載中。2018 年7 月現在、単行本は49 巻まで刊行中。（2018年7月時点）

そんな人気漫画のVシネマシリーズ「むこうぶち」1～14、そしてMONDO TVとコラボレーションした
最新作15、16まで一挙放送！

「むこうぶち」（一挙放送）

[放送時間] 午後9:30～10:30

12/4（火）むこうぶち
12/5（水）むこうぶち2 鬼の棲む荒野
12/6（木）むこうぶち3 裏プロ
12/7（金）むこうぶち4 雀荘殺し
12/11（火）むこうぶち5 氷の男
12/12（水）むこうぶち6 女衒打ち
12/13（木）むこうぶち7 筋殺し
12/14（金）むこうぶち8 邪眼
12/18（火）むこうぶち9 麻将
12/19（水）むこうぶち10 裏ドラ
12/20（木）むこうぶち11 鉄砲玉
12/21（金）むこうぶち12 付け馬
12/25（火）むこうぶち13 壺
12/26（水）むこうぶち14 相方
12/27（木）むこうぶち15 麻雀の神様
12/28（金）むこうぶち16 無邪気

「むこうぶち～4」©竹書房/天獅子悦也/GPミュージアムソフト

「むこうぶち5,6」©2008 竹書房/天獅子悦也/GPミュージアムソフト

「むこうぶち7,8」©2010 竹書房/天獅子悦也/GPミュージアムソフト

「むこうぶち9,10」©2012 天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム

「むこうぶち11」©2014天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム

「むこうぶち12」©2015天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム

「むこうぶち13,14」©2017天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム

「むこうぶち15,16」©2018天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム
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９０分

タイトル 『むこうぶち13 壺』
放送日 12/3［月］午後11:00～0:30 他

圧倒的なリアル感で贈る麻雀エンターテインメントシリーズ第13弾！！
金の亡者たちが傀を窮地へと追い込む

＜ストーリー＞
塚田企画の社長・塚田（なだぎ武）はホステスの琴音(手島優)が働く店の常連客であった。塚田はお気に入りのホステス・彩
（加藤沙耶香）にお金を貸す為に、付き合いのヤクザ・剣崎（天川真澄）から預かった２０００万を元手に、陶芸家・吉井
（高岡健二）が主催する高レートの裏麻雀に参加する。だが、そこに傀(袴田吉彦)が現れる。しかし、傀は次々と負けていき、
持ち金が底をついてしまう・・・。

製作：2017年 75分
監督・脚本:片岡修二/闘牌指導：ケネス徳田、梶本琢程、黒木真生、千歳和未、鎌田雅樹/闘牌アドバイザー：馬場裕一
出演：袴田吉彦、ガダルカナル・タカ、手島優、宮内こずえ、菜乃花、下元史朗、ひらがかんいち、古藤真彦、島崎義久

加藤沙耶香、伊藤元昭、滝沢和典（日本プロ麻雀連盟）、高宮まり（日本プロ麻雀連盟）、高岡健二
江口ナオ、なだぎ武

© 2017天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム

MONDOシアター Ｖシネマ
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９０分

タイトル 『むこうぶち14 相方』
放送日 12/10［月］午後11:00～0:30 他

圧倒的なリアル感で贈る麻雀エンターテインメントシリーズ第14弾！！
勝負へ賭けるのは金か命か？！

＜ストーリー＞
やくざの金を使い込んで殺された塚田企画社長の塚田（なだぎ武）。彼の幼なじみである住之江紀子（杏さゆり）は、塚田の
殺された事実を確かめるべく大阪から上京、情報を集めていった。そして裏麻雀を主催する陶芸家・吉井（高岡健二）から、塚
田が傀(袴田吉彦)に負けたことを聞き、傀の行方を追うため雀荘に入り浸る。紀子は得意の麻雀を打ちながら待ち続け、ついに
傀と遭遇。彼女は塚田の死について傀を問い詰めるが、傀は「知らない」と言い放つ。紀子は真相を聞き出すため、傀に高レート
麻雀の勝負を申し出る。
傀vs紀子、そこに待ち受けている結末とは・・・。

製作：2017年 72分
監督・脚本:片岡修二/闘牌指導：ケネス徳田、梶本琢程、黒木真生、千歳和未、鎌田雅樹/闘牌アドバイザー：馬場裕一
出演：袴田吉彦、ガダルカナル・タカ、手島優、宮内こずえ、菜乃花、下元史朗、ひらがかんいち、古藤真彦、島崎義久

加藤沙耶香、滝沢和典（日本プロ麻雀連盟）、高宮まり（日本プロ麻雀連盟）、高岡健二
なだぎ武、中村ゆうじ、杏さゆり

© 2017天獅子悦也/竹書房/コンセプトフィルム

MONDOシアター Ｖシネマ
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タイトル 『麻雀 BATTLE ROYAL2019』 #1-4

放送日

ハイビジョン 麻 雀

今年は人気声優たちが参戦！麻雀オールスターゲーム四夜連続放送!!
『モンド麻雀プロリーグ』 の３リーグから選抜された人気と実力を兼ね備えたプロ雀士各4名ずつ計12名と、各業界の雀豪著名人４名、合計4チ
ーム16名による夢の雀宴オールスターゲーム 『麻雀BATTLE ROYAL 2019』。
先鋒戦から大将戦まで、アツイ闘いの模様を年末年始に四夜連続でお届けします。

ゲスト著名人から編成される今年のバトルロイヤルチームは、人気麻雀アニメ「咲-Saki- 」で声優を務めた植田佳奈、声優業界きっての麻雀愛
好家であり渋谷の麻雀荘「オクタゴン」オーナーでもある小山剛志を大将に人気声優たちが参戦。全国の麻雀ファンを魅了する最大級の麻雀の祭
典、どうぞお見逃しなく!!

#1  12/31［月］深夜0:00～1:30 他
#2    1/ 1［火］深夜0:00～1:30 他
#3  1/ 2［水］深夜0:00～1:30 他
#4    1/  3［木］深夜0:00～1:30 他

オリジナル

™ & © 2018 Turner Japan.

スペシャル番組 取材可能

＜バトルロイヤルチーム＞
先鋒:山本和臣
次鋒:伊達朱里紗
副将:植田佳奈
大将:小山剛志

＜女流モンド杯チーム＞
先鋒:池沢麻奈美
次鋒:水瀬夏海
副将:石井あや
大将:和久津晶

＜名人戦チーム＞
先鋒:近藤誠一
次鋒:伊藤優孝
副将:森山茂和
大将:金子正輝

＜モンド杯チーム＞
先鋒:滝沢和典
次鋒:石橋伸洋
副将:白鳥翔
大将:村上淳

■実況解説
土屋和彦、馬場裕一、
梶本琢程、清水香織

先鋒:山本和臣 大将:小山剛志次鋒:伊達朱里紗 副将:植田佳奈

先鋒：滝沢和典
（日本プロ麻雀連盟）

次鋒：石橋伸洋
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

大将：村上淳
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

副将：白鳥翔
（日本プロ麻雀連盟）

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）

和久津晶
（日本プロ麻雀連盟）

水瀬夏海
（日本プロ麻雀協会）

近藤誠一
（最高位戦日本プロ麻雀協会）

副将：森山茂和
（日本プロ麻雀連盟）

次鋒：伊藤優孝
（日本プロ麻雀連盟）

大将：金子正輝
（最高位戦日本プロ麻雀協会）
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6０分番組 全3本

タイトル 『リアルカーシリーズ』

放送日

ハイビジョン

「頭文字D」「よろしくメカドック」「サーキットの狼」の実車が登場！

＃1 12/ 2（日）午後9:00～10:00 他
＃2 12/16（日）午後9:00～10:00 他
＃3 12/30（日）午後9:00～10:00 他

70~90年代を代表する大ヒット漫画「頭文字D」「よろしくメカドック」「サーキットの狼」。
本作では漫画の場面と実車映像で登場車両を徹底解説。「#2 よろしくメカドック」ではサーキットでの全開走行映像も収録。
また、人気声優がナレーションを務めているところも見どころの一つです。

エンタメ新番組

テレビ初！

#1 頭文字D
ナレーション：三木 眞一郎
トヨタスプリンタートレノ、AE86の大ブームを巻き起こした大ヒット漫画「頭文字D」が今実写とともに蘇る！
漫画の場面と実車映像で…！！藤原拓海のトヨタスプリンタートレノ、高橋啓介のマツダアンフィニＲＸー７、中里毅の日産スカイラインＧＴーＲ、
高橋涼介のマツダサバンナＲＸー７、秋山渉のトヨタカローラレビンの５台を解説。走行映像も収録。

#2 よろしくメカドック
ナレーション：諏訪部 順一
大ヒット漫画「よろしくメカドック」が今実写とともに蘇る！
漫画の場面と実車映像で、風見潤のトヨタセリカＸＸ、ホンダバラードＣＲーＸ、 那智渡のマツダサバンナＲＸー７、渡辺俊光、通称ナベさんの
日産フェアレディＺを徹底解説!サーキットでの全開走行映像も収録。

#3 サーキットの狼
ナレーション：鶴岡 聡
スーパーカーブームの火付け役！大ヒット漫画「サーキットの狼」が今実写とともに蘇る！
漫画の場面と実車映像で、風吹裕矢のロータスヨーロッパ、早瀬佐近のポルシェカレラＲＳ、飛鳥ミノルのランボルギーニミウラ、ハマの黒ヒョウのラン
ボルギーニカウンタックを徹底解説。クローズド、公道での走行映像も収録！

©池沢早人師/animedia.com ©Liverpool

©次原隆二/NSP 1982, 版権許諾証UA-108 ©Liverpool

©しげの秀一／講談社 ©Liverpool 
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1話90分 全5回

タイトル 『第14回麻雀カボクイーンカップ』

放送日 #2～５ 毎週（土曜）午後9:00～10:30 ＊12/22（土）まで

人気女流プロ雀士が競い合う一大トーナメント大会、ついに優勝者が決まる！

麻雀実戦対局番組「第14回カボクイーンカップ」は、麻雀プロ団体間の垣根を越えて、女流プロ雀士が競い合
う一大トーナメント大会です。女流プロ雀士総勢32名が参加し、8名が1ブロック、第1から第4までのブロックとなり
、各々A卓、B卓に分かれて対戦。第1から第4ブロックまでの各優勝者計4名で決勝戦を戦います。

今回の女流プロ雀士32名の頂点に立ち、「カボクイーンカップ」の称号を勝ち取るのは果たして誰なのか？！
女流プロ雀士の意地を賭けた、臨場感ある白熱の対局をお届けいたします。

ハイビジョン 麻雀

オリジナル

™ & © 2018 Turner Japan.

米崎奈棋 水瀬夏海 平岡理恵 白田みお

小笠原奈央 宮内こずえ 山脇千文美 足木優
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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レギュラー番組！

オリジナル

＃5 12/12（水）午後11:00～11:30 他
＃6 12/26（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

© G-STAR.PRO

白川 裕二郎酒井一圭 後上翔太友井 雄亮 小田井 涼平

#5 箱根湯本温泉
今回は言わずと知れた人気温泉街の箱根温泉。
箱根火山の魅力や、箱根の温泉街の見どころをリポート。
そしてラストは、まさかの白熱した真剣勝負！？
★圧巻の歌謡ショー！★
箱根といえばやはりこの歌 「箱根八里の半次郎」。
純烈のリードボーカル白川が歌い上げます。

#6  筑波山温泉
茨城県のシンボル筑波山。その中腹にある筑波山温泉を訪ねます。旅はパワースポットの筑波山神
社から始まり、大パノラマの温泉へ。笑いあり！涙あり？の驚愕の結末が待っていた！！
★圧巻の歌謡ショー！★
純烈メンバーによる、圧巻のコントショー（笑）
小田井涼平が歌う「潮来笠」は、さすがの一言！必見です。

™ & © 2018 Turner Japan.
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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・新田恵海の冠レギュラー番組！！

オリジナル

＃5 12/ 5（水）深夜0:00～0:30 他
＃6 12/19（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

™ & © 2018 Turner Japan.

#5
#6



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

HONDO1300の完成まであと一歩！！

オリジナル

#10     12/ 5［水］午後11:30～0:00 他
#11     12/19［水］午後11:30～0:00 他

#10 レストア HONDA1300メッキ加工
Honda1300のバンパーをメッキ加工する。 Old-timer読者から座席シートレバーの提供をいただき、最後にエンジンを載せる。
イベントコーナーでは、秋田で行われた旧車イベントに潜入。西部警察の真似をし新潟の警察車両、救急車、タクシーなどの車を
制作するオーナーを訪ねる。さらに、「旧車DIY」コーナーでは、旧車に取り付けるクーラー事情を紹介。エアコンがなかった時代の
車へ軽自動車のクーラーをつける工程を見せる。

#11 レストアHONDO1300最終仕上げ
Honda1300の内張を行いに新瑞自動車内張へ。オーディオなど車内のアクセサリーを入れ、ガラス入れも行い最終仕上げ段階
に進む。イベントコーナーでは、JCCA CLASSIC CAR RACEへ潜入。戦う旧車とはどんな車なのか？スプリントレースに出る車に
密着。また、「旧車職人」コーナーでは板金名人による名人技に迫り、素人でもできる板金方法を学ぶ。

™ & © 2018 Turner Japan.



120分

タイトル 『アドレナリンRUSH』

放送日 12/8［土］午後7:00～9:00 他

MONDOプライムシアター 洋画ハイビジョン

公道ドラッグレースから成り上がった若者がレース界の頂点を目指すバトル・カー・アクション！
カー・バトル＆カー・クラッシュの連続でスリル満点！

©2014 Born to Race 2 Productions, Inc.

＜ストーリー＞
ダニー・クルーガーは、己の力のみで成り上がった孤高のドラッグレーサー。その実力でレーサー教育の名門“ファースト・レーン・レーシン
グ・アカデミー（学校）”に入校することになった彼は、アカデミーで世界中の才能ある若者たちと争うことになる。アカデミーでの過酷
なトレーニングとレース漬けの毎日は、若者たちの間に軋轢を生み、やがて喧嘩代わりの公道カー・バトルへと発展する。しかし、それ
は事故という悲惨な結果を招き、ダニーはアカデミーから指定されチームを組んでいた大切なパートナーを失うことになる。パートナーを
失いアカデミーから退学を迫られた彼は、アカデミーに残る条件として、憎しみの残るかつてのライバルと、チームを組むことを強要され
る。そんなある日、プロのレーシング・チームからかアカデミーへ、１流レースへの招待が届く。アカデミーより名乗りをあげられるのは、トッ
プの１チーム・２人のみ・・・ 今、壮絶な戦いが始まる！

制作：2014年 アメリカ 97分 原題：BORN TO RACE FAST TRACK
監督：アレックス・ラナリヴェロ／原案：スティーヴン・サルノ、アレックス・ラナリヴェロ／脚本：スティーヴン・サルノ

出演 :ブレッド・ダヴァーン／ボー・マーショフ／ビル・セイジ／ニコール・バダーン／ティファニー・デュポン／
シャロン・ローレンス／スティーブ・ボンド



120分

タイトル 『モンスターズ/地球外生命体』

放送日 12/22［土］午後7:00～9:00 他

MONDOプライムシアター 洋画ハイビジョン

モンスター襲来と米軍の爆撃の渦中［危険地帯］を脱けて、国境を目指せ！！
低予算超A級モンスター・パニック・ムービー！

©Vertigo Slate 2010

＜ストーリー＞
NASAは、太陽系に“地球外生命体”の存在を確認。探査機がサンプルを採取したが、大気圏突入時にメキシコ上空で大破してし
まう。その直後から突如出現し始めた地球外生命体の増殖によって、メキシコの半分は危険地帯として隔離された…。６年後、“モ
ンスター”たちの襲撃で大きな被害を受けるメキシコでスクープを狙うカメラマン、コールダーは、上司から怪我をしてしまった社長令嬢
のサマンサを、「アメリカとの国境まで送り届けろ」という命令を受ける。２日後にはアメリカ軍が国境を封鎖してしまうという状況下で、
“モンスター”たちからの襲撃を避けながら２人は港に向かうが、コールダーのミスでパスポートとチケットが盗まれ、封鎖された港に取り
残されてしまう。唯一の避難経路は、危険地帯を通る陸路だけだった。繁殖期を迎えた“モンスター”の襲撃とアメリカ軍の爆撃に怯
えながら旅するその道程で、彼らが見た物とは！？ そして、２人は無事に危険地帯から逃げ出すことができるのか？

制作：2010年 イギリス 94分 原題： MONSTERS
監督・脚本：ギャレス・エドワーズ
出演 :スクート・マクナリー／ホイットニー・エイブル
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３０分 隔週

タイトル 『Sweet Angel』

放送日

ハイビジョン アイドル

人気セクシー女優たちの美しく艶やかな姿をオリジナルでお届け。

＃95 12/14［金］深夜0:00～0:30  他
＃96 12/28［金］深夜0:00～0:30  他

毎回一人の人気セクシーアイドルがギリギリセクシーイメージ映像で登場。
高画質で美しい映像の女の子の姿も見どころです。

オリジナル

#95 松田美子
元難波の国民的アイドルグループメンバー、松田美子が登場。

#96 跡美しゅり
闘え！パチスロリーグにも出演中のセクシーアイドル跡美しゅりが登場！

TM & © 2018 Turner Japan.



90分

タイトル 『誘惑遊女～ソラとシド～』

放送日 12/7（金）深夜1:00～2:30 他

Ｖシネマハイビジョン

＜STORY＞
東海地方の一角に存在する、ちょんの間【どれみ】。一軒家が店と住居を兼ねている老舗の風俗店だ。そこに所属する遊女の空〈ソ
ラ〉は書き置きをして旅に出た…はずだが数時間で戻ってきたので姉貴分の志渡〈シド〉は大爆笑。店長の要も加わり空に突っ込み
を入れている。そこに外出から戻って来た古参の遊女・麗が表に死体があると騒ぎ出す。気絶していた男は音野。空がヒッチハイクで
遭遇した相手だった…。
空は、車で強制的に肉体を求められたので、半殺しにしたと言う。空は志渡から聞いたヒッチハイクのサインを示したが、それは彼女の
嘘でセックスＯＫのハンドサインと判明。一同は更に大爆笑に包まれる。
高齢で入院中の要の父・三波が病院を抜け出し現れる。辛いもの好きが祟り体調不良を繰り返している。病院食が不味いと言い
、志渡の食事を食べてしまうと三波はふらっと出ていゆく。
後片付け中の要と遅起きの志渡が雑談していると、要の後輩で役所勤めの不破が訪ねてくる。不破に気がある志渡は色気を放つ
が想いは一向に届かない。遊女の仕事をしているが、好きな男には常に純情な乙女なのだ。

要と岸辺を歩く不破…話題は街の浄化政策。不破の仕事は不適切な商売をしている店を営業停止に追い込む担当。要を兄のよ
うに慕う不破は【どれみ】を後回しにしてきたが、上司の圧力が強くなってきた事を告げる。
不破はどれみに向かう道中で三波と遭遇する。街の浄化政策は時代の流れと不破を気遣う。おごるから久しぶりに遊んでいけと言う
。相手は…志渡。
要は父親に、志渡は不破に惚の字なのに酷いと告げる。が、三波は逆にふたりに良い展開になると言い、要に対して、そろそろ空へ
の態度も明確にしろと詰め寄る。
ホテルで対峙する志渡と不破。想いをぶつける志渡にとまどう不破…。志渡は初めて店の存亡の危機を聞かされる。

制作：2015年 日本 70分
監督:竹洞哲也/脚本:小松公典
出演 :［宅間 空］かすみ果穂、［椎名志渡］ＲｉＫＡ、［轟 麗］倖田李梨
［土岐 要］ダーリン石川、［不破尊志］津田 篤、［土岐三波］小林節彦、［音野楽一］服部竜三郎

かすみ果穂、ＲｉＫＡ、倖田李梨人気セクシー女優出演の純情お色気作品！

MONDOアドレナリンシアター

テレビ初

© OP PICTURES



90分

タイトル 『崖っぷちの熟女たち』

放送日 12/21（金）深夜1:00～2:30 他

Ｖシネマハイビジョン

＜STORY＞
離婚してから十年…さくらは、四十路が迫り主婦時代の思い出に浸っている。毎日の生活が平凡ながら、今振り返れば幸せで一杯
だったのだ。夜の生活が脳裏によぎる。愛されていると感じるだけで人生は薔薇色…しかし、辰夫の浮気相手・つむぎ、が乱入し夢
の世界は崩壊する。世間からは寝取られ妻の汚名を受けているのだ。最近はSEXご無沙汰で寂しさも募る…。
現在は、保険の外交員として第二の人生を送っている。今日もペアの後輩・高知明久と外回り。デリヘルの宣伝ティッシュを受け取り、
高知にエロ会話を投げかける。アラフォー独身女の強みだ。高知はさくらに気があるが、彼女にはその余裕がない。
さくらが日課としている出勤前のウォーキングにいとこの小沢もみじが参加する。男の話になり、さくらの戸惑いを見抜き強引に有給を
取得させ相談に乗りましょうと意気揚々な、もみじ。
とうとう高知は、さくらを押し倒した…。二回戦をして今日の事は忘れてと言う、さくら。高知は、真顔で交際を申し込むが、さくらは嬉
しさを面に出せずかわしてしまう。ウォーキング中に昨日の顛末を聞く、もみじ。さくらにとって久しぶりのSEXは気持ち良いものだったが、
交際は決めかねていた。心がまだ、離婚と流産の傷から立ち直っていないのだ。二人きりの高知とさくらは、緊張感ある空気に会話が
弾まない…。さくらの胸中は決まっていたので、帰りの道中で強引にホテルへ誘う。若い高知は緊張で固まっている。が、さくらが優しく
包み込む…。そして高知は、彼女が心に抱えて来た全てを受け止め、自分が生涯最後の男になると決意を新たにした。後日。待ち
合わせの場所に、高知の姿を見つけたさくら。少しして、目の前を走り去ってゆく彼女に気づいた高知が、慌ててその後を追い掛ける
が、距離は開くばかり。息切れで足を止めた彼の手中に、なかなか掴めない女性（ひと）へ捧げる為の『指輪』が光る…。

制作：2015年 日本 70分
監督:竹洞哲也/脚本:小松公典
出演 :［栗栖さくら］白木優子、［小沢もみじ］和田光沙、［虎谷 つむぎ］羽月希、
［斉藤昌美］倖田李梨、［高知明久］山本宗介、［小沢仁紀］岡田智宏、［後藤辰夫］岩谷健司

セクシー女優出演のロマンポルノ的作品！

MONDOアドレナリンシアター

テレビ初

© OP PICTURES



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.

＃5 12/ 7 ［金］午後11:30～深夜0:00 他
＃6 12/21 ［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）

#5 第３戦 津田麻莉奈ＶＳ鈴木ショータ（前）
#6 第３戦 津田麻莉奈ＶＳ鈴木ショータ（後）
津田麻莉奈と鈴木ショータ、水色ワンピに水色ネクタイと、初顔合わせの若い二人はどこ
かさわやかなツーショット。しかし、その対戦は真剣勝負だ！

ハイビジョン

オリジナル

取材可能

津田麻莉奈（元SDN48）
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1話６０分 全１０回

タイトル 『第１回三人麻雀GRANDPRIX』#6～10

放送日 毎週（月曜）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

ハイビジョン 麻雀

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』 #6～9

放送日 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）

小林剛
（麻将連合）

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.

平賀聡彦
最高位戦日本プロ麻雀協会

角谷ヨウスケ
（最高位戦日本プロ麻雀協会）



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

＃8 12/ 8［土］午後11:30～深夜0:00 他
＃9 12/22［土］午後11:30～深夜0:00 他

オリジナル

ハイビジョン

™ & © 2018 Turner Japan.

＃8 木村魚拓 VS 跡美しゅり 後半戦
リーグ第３戦は、何もかもが未知数の跡美しゅりが、木村魚拓に挑む！

#9 嵐 VS 辻ヤスシ 前半戦
リーグ第４戦は、嵐VS辻ヤスシの同門対決！果たして辻ヤスシに黄金時代は
訪れるのか？！

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VS木村魚拓の結果やいかに？！

跡美しゅり 辻ヤスシ 倖田柚希

木村魚拓嵐

取材可能
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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！

ハイビジョン エンタメ

オリジナル

™ & © 2018 Turner Japan.

＃21 12/ 6（木）午後11:00～ 11:30 他
＃22 12/20（木）午後11:00～ 11:30 他

取材可能

#21,22
出演：竹内義和、三木大雲、清水綾音

ゲストApsu Shusei、 竹内義和、 三木大雲、 清水綾音



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
＃5 12/ 1［土］午後11:00～11:30 他
＃6  12/15［土］午後11:00～11:30 他
＃7  12/29［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）
なるみん（パチンコ必勝本CLIMAX）
青山りょう（パチンコ必勝本CLIMAX）

政重ゆうきかおりっきぃ☆ 青山りょうポコ美

#5 かおりっきい☆ ＶＳ ポコ美 前半戦
#6 かおりっきい☆ ＶＳ ポコ美 後半戦
今回はリーグ第二戦、かおりっきい☆ＶＳポコ美の模様をお届け。

#7 青山りょう ＶＳ 政重ゆうき 前半戦
今回はリーグ第三戦、青山りょうＶＳ政重ゆうきの模様をお届け。

なるみん



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

＃332 12/ 2［日］ 深夜 0:00～1:00 他
＃333 12/16［日］ 深夜 0:00～1:00 他
＃334 12/30［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！

＃252 12/ 9［日］午後11:00～深夜0:00 他
＃253 12/23［日］午後11:00～深夜0:00 他



30分 毎週

タイトル 『真王伝説』 ＃175-179

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！


