
2016年9月12日現在

【2016年10月】
配信本数：約115本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル 視聴年
齢制限

配信
開始

内容

CASINO☆Grand Prix ＃002 - 配信中
＃2／世界で大流行中のポーカー、テキサスホールデム。予選会2-入門編-対戦カードは、メンタリスト・
DaiGoVS全日本チャンピオン。天才ポーカープレーヤーの小倉孝VSジュニアチャンピオン。世界選手権
ファイナリスト・栗田優布VSオリンピック体操銀メダリスト・池谷幸雄。激戦を制すのは果たして？

CASINO☆Grand Prixのご紹介 - 配信中
海外のカジノでプレーしてみたい！カジノゲームを楽しみながら学びたい！そんな人にMONDOがお送り
するのが「CASINO☆Grand Prix」です。丁寧なルール解説、実践で使えるテクニックなどを紹介。さらに大
会を開催し一流プレーヤーのテクニックも堪能できるカジノ総合番組です！

Sexy Angel ＃031 R-18 配信中
＃31／ミス・エロパーフェクト！潤んだ瞳と美しいヒップライン。大槻ひびき Part1／生年月日：88年2月21
日／身長：162cm／サイズ：B87・W57・H88

Sexy Angel ＃032 R-18 配信中
＃32／ミス・エロパーフェクト！潤んだ瞳と美しいヒップライン。大槻ひびき Part2／生年月日：88年2月21
日／身長：162cm／サイズ：B87・W57・H88

Sexy Angel ＃033 R-18 配信中
＃33／ロリの女王！つぼみ Part1／生年月日：87年12月25日／出身地：山口県／身長：160cm／サイ
ズ：B84・W58・H85

Sweet Kiss ＃003 R-18 配信中
＃3／藤本リーナ…生年月日：89年11月18日／身長：168cm／サイズ：B86・W58・H84／上原結衣…生年
月日：89年10月10日／身長：156cm／サイズ：B82・W58・H82

Sweet Kiss ＃004 R-18 配信中
＃4／小倉奈々…生年月日：90年1月10日／身長：160cm／サイズ：B88（F）・W59・H90／瑠川リナ…生年
月日：91年2月23日／身長：155cm／サイズ：B81（C）・W59・H85

Sweet Kissのご紹介 R-18 配信中 「桃のささやき」特別編集バージョン。毎回2人の女の子が登場。

The MONDO Times ＃037 - 配信中
認定遺伝カウンセラーと、女性であるにもかかわらず野宿を愛しついにはミニコミ誌まで発行してしまっ
た、かとうちあきに、それぞれ話をうかがう！

The MONDO Times ＃038 - 配信中
漢字に関する著書を多数もつ大東文化大学の准教授と、多くの人々が愛してやまない「温泉」を極めた
人々の集団「温泉達人会」に、それぞれ話をうかがう！

イメ☆パラ ＃001 R-18 配信中
＃1／セクシーアイドル界の2大トップスター「RIO」と「みひろ」がMCとなり、毎回ゲストアイドル2人とゲー
ムをしたり、コスプレで演技対決をしたり、「女子会」トークなどで盛り上がる楽しいコーナーが満載のセク
シーバラエティー番組！！

イメ☆パラのご紹介 R-18 配信中
セクシーアイドル界の2大トップスター「RIO」と「みひろ」がMCとなり、毎回ゲストアイドル2人とゲームをし
たり、コスプレで演技対決をしたり、「女子会」トークなどで盛り上がる楽しいコーナーが満載のセクシーバ
ラエティー番組！！

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃001 - 配信中

ポコ美VSヒラヤマン／前半戦。ガールズパチンコリーグシリーズの新番組、ガールズパチンコリーグ・ホ
ワイト。メンバーは、青山りょう、ヒラヤマン、ポコ美、矢部あや、政重ゆうきの5名。＃1は、第1戦の前半
戦、ヒラヤマンVSポコ美。ヒラヤマンは、CR大海物語BLACKマックス、ポコ美は、CRスーパー海物語IN沖
縄3からスタート。

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃002 - 配信中
ポコ美VSヒラヤマン／後半戦。今回は、第1戦の後半戦、ヒラヤマン、ポコ美。ポコ美は、CRA SUPER電
役ナナシーDX99VVへ移動、一方、ヒラヤマンは、CRヱヴァンゲリヲン9改2号機ミドルVer.からスタート。
新シリーズの第1戦、勝利の女神はどちらに微笑むのか！？

MONDO TV オンデマンド for J:COM
（Ｒ１８）

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MONDO01）よりご確認ください。
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ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃003 - 配信中

青山りょうVS政重ゆうき／前半戦。今回は、第2戦の前半戦。前回シリーズ覇者の青山りょうと、今シリー
ズから参加の政重ゆうきの対戦。朝一、政重はCRFマクロスフロンティア2を確保。一方、青山はパチンコ
台を幾つか見て、CR吉宗3越後屋らんどOPENの巻を打ち始める。先に、大当たりを引くのは、どちら
だ？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃004 - 配信中
青山りょうVS政重ゆうき／後半戦。第2戦、後半戦。青山りょうは、前半に引き続き、CR吉宗3越後屋らん
どOPENの巻を打ち続ける。一方、政重は、マックスタイプのCR牙狼金色になれXXに移動、巻き返しをは
かる。第2戦、勝利はどちらの手に転がりこむのか？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃005 - 配信中
ヒラヤマンVS矢部あや／前半戦。第3戦は、ヒラヤマンと、今シーズンから参戦の矢部あやの対戦。緊張
気味の矢部は、朝イチ、CR牙狼 魔戒ノ花XXを選択、一方のヒラヤマンも、何台か打った後、同じくCR牙
狼 魔戒ノ花XXへ。CR牙狼で、大当たりを引き、出玉を稼ぎ、リードするのはどちらだ？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃006 - 配信中
ヒラヤマンVS矢部あや／後半戦。第3戦、ヒラヤマン対矢部あやの後半戦。矢部は、前半戦に引き続き、
CR牙狼 魔戒ノ花XXからスタート。一方、ヒラヤマンもCR牙狼 魔戒ノ花XXからスタート。共に、勝利を引き
寄せるため、連ちゃんを掴みたいところ。はたして、この第3戦を制するのはどちらだ？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃007 - 配信中
ポコ美VS青山りょう／前半戦。今回は第4戦の前半、ポコ美対青山りょう。ポコ美は、最初別の台を確保
するものの、牙狼の甘デジバージョン、CRA牙狼金色になれ -ザルバとの契約- を選択。一方、青山は、
CR天才バカボン -V！V！バカボット！- 199ver.を選択。先に初当たりを引くのは、どちらだ？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃008 - 配信中

ポコ美VS青山りょう／後半戦。今回は第4戦のポコ美対青山りょうの後半。前半、連チャンを重ねたポコ
美は、後半も引き続き、CRA牙狼金色になれ -ザルバとの契約- で、大当たりの上乗せを狙う。一方、青
山も引き続き、CR天才バカボン -V！V！バカボット！- 199ver.を打つ。青山はポコ美をまくることは出来
るのか？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃009 - 配信中
矢部あやVS政重ゆうき／前半戦。リーグ戦第5戦は、矢部あや対政重ゆうきの前半戦。政重は、朝イチ、
CR熱響！乙女フェスティバル ファン大感謝祭LIVEを選択。快調に初当たりを引く。一方、矢部は、マック
スタイプのCR貞子3Dを選択。この選択が吉と出るか凶と出るか？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃010 - 配信中
矢部あやVS政重ゆうき／後半戦。前回に引き続き、リーグ戦第5戦、矢部あや対政重ゆうきの後半戦。後
半戦も前半戦に引き続き、矢部はCR貞子3D、政重はCR熱響！乙女フェスティバル ファン大感謝祭LIVE
にてスタート。矢部対政重のリーグ戦、初参戦同士、勝利を飾るのはどちらだ？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃011 - 配信中

ヒラヤマン VS 青山りょう／前半戦。今回は、青山りょうVSヒラヤマンの対戦、前半戦。ヒラヤマンは、朝イ
チ、CR熱響！乙女フェスティバル ファン大感謝祭LIVEから。一方、青山は、CRスーパー海物語 IN 
JAPANをカニ歩いた後、ヒラヤマン同様、CR熱響！乙女フェスティバル ファン大感謝祭LIVEへ。最初に
初当たりを引くのはどちらだ？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃012 - 配信中
ヒラヤマン VS 青山りょう／後半戦。青山りょうVSヒラヤマンの対戦、後半戦。前半戦に引き続き、CR熱
響！乙女フェスティバル ファン大感謝祭LIVEを並んで打つ。前半、連チャンのあったヒラヤマンに対し、
青山は全て単発。後半戦、ヒラヤマンがこのまま逃げ切るのか、それとも青山が捲るのか？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃013 - 配信中
政重ゆうき VS ポコ美／前半戦。リーグ戦、7戦目、前半。ポコ美対政重ゆうき。今シーズン好調のポコ美
に対し、リーグ戦初参加にて、更にいまいち調子が上がらない政重がどのような戦いを挑むのか？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃014 - 配信中
政重ゆうき VS ポコ美／後半戦。リーグ戦、7戦目、ポコ美対政重ゆうきの後半。前半は共に大当たりを
引くものの、大きなプラス収支には至らず、トントンの勝負。後半戦、この7戦目の勝負を決めるのは、果
たしてどちらだ？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃015 - 配信中

青山りょう VS 矢部あや／前半戦。今回は、シリーズ第8戦。青山りょう対矢部あやの前半戦。リーグ戦に
て、現在1位の青山は、CRギンギラパラダイス クジラッキーと砂漠の国から、CRFマクロスフロンティア2
へ。矢部は、青山との差を少しでも詰めるべく、CRヱヴァンゲリヲン10へ。初当たりを引き、前半戦リード
をするのは一体どちらだ？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃016 - 配信中

青山りょう VS 矢部あや／後半戦。シリーズ第8戦、青山りょう対矢部あやの後半戦。前半、CRFマクロス
フロンティア2で、連チャンし、リードした青山、後半も引き続き、同じ台で、引き離しに掛かる。一方、CRヱ
ヴァンゲリヲン10にて、小当たり2回の矢部は、CRヱヴァンゲリヲン10の別の台へ移動。矢部は、ヱヴァン
ゲリヲンで、青山をまくることができるのか？？
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ダイアモンド☆ユカイのThe MONDO 
Times ＃012

- 配信中
＃12／列島脱出！叶う幸せ海外生活／ダイアモンド☆ユカイが美人秘書軍団を引き連れ、社会に起こる
様々な現象を追求する社会派人間観察トークショー。

ダイアモンド☆ユカイのThe MONDO 
Times ＃013

- 配信中
＃13／死なずに極楽「日本の借金裏マニュアル」／ダイアモンド☆ユカイが美人秘書軍団を引き連れ、社
会に起こる様々な現象を追求する社会派人間観察トークショー。

ダイアモンド☆ユカイのThe MONDO 
Timesのご紹介

- 配信中
「ダイアモンド☆ユカイのThe MONDO Times」は、現代人が生き抜くために必要な様々な文化・情報を伝
えるため、ダイアモンド☆ユカイとスタイル抜群の美人秘書軍団が自ら体を張ってゲストたちにインタ
ビューする、社会派人間観察番組です。

パチスロ常勝理論！＃267 - 配信中
今回は、ポロリと伊藤真一のコンビで実戦。何とか連敗を抜け出した伊藤だがいまいち調子に乗りきれな
い。珍しくポロリ、伊藤共に南国物語でスタート。

パチスロ常勝理論！＃268 - 配信中
今回は、ポロリとワサビの実戦。入場抽選順は悪かったが、そこは大型店なので大丈夫！ポロリは南国
物語、ワサビはゲッターマウスで実戦開始！

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃186 - 配信中
運留編／今回の達人は、運留。守山アニキは、朝イチから、CR牙狼復刻版XXにてスタート。達人ゲスト
の運留は、CRF宇宙戦艦ヤマト-ONLYONE-、ここ最近調子の上がっている安藤も2台、別の台を打った
後、運留の隣で、CRF宇宙戦艦ヤマト-ONLYONE-を打つ。最初に初当たりを引くのは誰だ？？

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃187 - 配信中
しおねえ編／今回の達人ゲストはしおねえ。朝イチ、守山アニキは、CR大海物語BLACK LIGHTから、達
人ゲストのしおねえは、CRF機動戦士ガンダム-LAST SHOOTING-からスタート。最近好調な安藤は朝イ
チから、様々な台を試打しながら渡り歩く。このまま好調をキープするのか？

ビキスポ！＃003 R-18 配信中
＃3／躍動する筋肉、ほとばしる汗！しなやかな肉体の繰り広げる新感覚スポーツ番組ビキスポ！種目
はゴルフ、ビーチバレー、テニス、ボウリング、フットサル、など。各種目4話で明日のスターを目指すアイ
ドルたちが優勝をかけて戦う。

ビキスポ！＃004 R-18 配信中
＃4／躍動する筋肉、ほとばしる汗！しなやかな肉体の繰り広げる新感覚スポーツ番組ビキスポ！種目
はゴルフ、ビーチバレー、テニス、ボウリング、フットサル、など。各種目4話で明日のスターを目指すアイ
ドルたちが優勝をかけて戦う。

ビキスポ！のご紹介 R-18 配信中
躍動する筋肉、ほとばしる汗！しなやかな肉体の繰り広げる新感覚スポーツ番組ビキスポ！種目はゴル
フ、ビーチバレー、テニス、ボウリング、フットサル、など。各種目4話で明日のスターを目指すアイドルたち
が優勝をかけて戦う。

みうらじゅん＆山田五郎の親爺同志 ＃
040

- 配信中
＃40／混迷する世の中に一筋の光になるべく親爺たちが立ち上がる。流行語、格言、諺など、みうらじゅ
ん、山田五郎なりの定義、解釈をつけていくコーナーや、視聴者・番組観覧者に皆様からのお悩み、疑問
に即興で答える。サブカル両巨頭の、話芸のスペクタル。

みうらじゅん＆山田五郎の親爺同志 ＃041 - 配信中
＃41／混迷する世の中に一筋の光になるべく親爺たちが立ち上がる。流行語、格言、諺など、みうらじゅ
ん、山田五郎なりの定義、解釈をつけていくコーナーや、視聴者・番組観覧者に皆様からのお悩み、疑問
に即興で答える。サブカル両巨頭の、話芸のスペクタル。

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃001

- 配信中
予選第1戦／15／16シーズン「モンド名人戦」が開幕！麻雀プロリーグの歴史を体現するベテランプロ8名
が、円熟の技と巧みな心理戦で観る者を魅了する！10周年を迎えた「名人戦」。ここからまた新たな歴史
が始まる！

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃002

- 配信中
予選第2戦／かつて鳳凰位を3連覇した古川孝次が名人戦に初登場！鳴きを駆使し流れを引き寄せる雀
風が、手役派の多い名人戦で台風の目となるのか！？緊張の初戦。森山、荒、前原に対し主導権を握れ
るのか！？
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モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃003

- 配信中
予選第3戦／各自1戦ずつを打ち終え、ひとまずの順位が出揃った。近藤、森山、前原はスタートダッシュ
に成功した土田の勢いを止められるのか…。卓上を包み込む予選序盤らしからぬ重たい空気を晴らすの
は果たして誰だ！？

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃004

- 配信中
予選第4戦／荒、小島、新津、古川の華麗な手役作りが冴え渡る！！じっくりと丁寧に練られた手牌はま
さに芸術と言ってもいいほどに美しい！！名人戦だからこそ観ることができる超究極の駆け引きを見逃す
な！！

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃005

- 配信中
予選第5戦／ポイントがプラスの2位、3位、4位、5位がぶつかる予選第5戦。5位の古川は上位と当たるこ
の機を逃さんと浮上を狙う！好調者同士によるボーダーを意識した争いに、気合いのこもった打牌音が
卓上に響き渡る！

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃006

- 配信中
予選第6戦／2連続ラスと浮上のきっかけを掴めないディフェンディングの前原。中盤を迎えてなお絶不調
の様子。ここで本来の剛腕麻雀を取り戻そうとがむしゃらに和了りを目指す。反撃の糸口を見つけること
ができるのか！？

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃007

- 配信中
予選第7戦／予選は中盤戦に突入し、いよいよ追い詰められたディフェンディングの前原。ここまで好調
の新津、荒を相手にトップは必至だ。正念場を迎え、浮上しようと試行錯誤する王者に、果たして一縷の
光は差し込むのか！？

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃008

- 配信中
予選第8戦／予選は折り返しの第8戦。5位から7位の3名がボーダー上を目指し激突する！それぞれがこ
こを勝負どころとみて、トップを取るべく大物手を狙う！これまでにない激しい力勝負に、卓上を高い打牌
音が響き渡る！

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃009

- 配信中
予選第9戦／予選第9戦。中盤を迎え、ボーダー付近の荒、土田、小島がポジション取りを意識しながらの
攻防を繰り広げる！苦戦を強いられている森山は、この機をものにしてボーダー争いに食い込めるの
か！？注目の一戦だ！

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃010

- 配信中
予選第10戦／前回のラスで6位に沈んだ近藤。依然大きなマイナスポイントを抱える前原。浮上を狙う二
人にとってターニングポイントともいえる第10戦。このままボーダー争いから脱落してしまうのか！？注目
の一戦だ！！

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃011

- 配信中
予選第11戦／予選も残すところ各自2戦ずつ。上位6人までがポイントがプラスと大混戦だが、7位の前原
にもう負けは許されない！好調の土田、古川を相手にして、牌を握る指先に自然と力が入る。名人の執
念は奇跡を呼ぶ！？

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃012

- 配信中
予選第12戦／予選第12戦。前回のトップで再びボーダー争いに加わった近藤。激戦に神経をすり減らし
ながらも、表情は決勝を見据えた戦闘モードに！！抜け出したい荒、新津、諦めない森山らの怒涛の攻
撃をかわせるのか！？

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃013

- 配信中
予選第13戦／予選最終ターンに入り、依然として上位6人によるボーダー争いが続く！古川、土田は逃げ
切りを図り、新津は逆転を狙い、激しい打ち合いとなった条件戦！一打の失敗が致命傷となる緊迫の戦
いから目が離せない！！

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃014

- 配信中
予選第14戦／予選最終戦。残された決勝の椅子は事実上あとふたつ。2位でもまだ落選の可能性はあ
る！決勝に手が届きそうな5位荒がこの勝負どころで執念をみせる！ついに決まる決勝メンバー！ボー
ダー争いに決着がつく！

ラッパー“ACE”の世界をねらえ ＃002 - 配信中
＃2／ブラジル生まれ、新宿育ちのストリートラッパー・ACEが恋人や弟、仲間とともにラップ界の頂点を目
指す新感覚リアリティショー！その生き様をとくとご覧あれ！

ラッパー“ACE”の世界をねらえのご紹介 - 配信中
ブラジル生まれ、新宿育ちのストリートラッパー・ACEが恋人や弟、仲間とともにラップ界の頂点を目指す
新感覚リアリティショー！その生き様をとくとご覧あれ！
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女神降臨 EX ＃002 R-18 配信中
＃2／清水ゆう子、澤井玲菜、小原春香、岸明日香／女神降臨EX！女神たちの違った一面をお届け！
鞄の中身やオフショットなど番組未公開映像が盛りだくさん！

女神降臨 EXのご紹介 R-18 配信中
女神降臨EX！女神たちの違った一面をお届け！鞄の中身やオフショットなど番組未公開映像が盛りだく
さん！

桃のささやき ＃029 R-18 配信中
＃29／とってもキュートなベビーフェイスにB95cmのグラマラスボディー。めぐり／生年月日：89年5月4日
／出身地：東京都／身長：155cm／サイズ：B95・W60・H88

桃のささやき ＃030 R-18 配信中
＃30／グッと大人の女性の雰囲気を漂わせる桜ここみちゃんの登場です！桜ここみ／生年月日：88年12
月18日／出身地：島根県／身長：155cm／サイズ：B86・W55・H87

桃のささやきのご紹介 R-18 配信中
妄想の中に存在する心惹かれるエロス。性の秘め事を、ノスタルジックに、なまめかしく描きます。咲きか
けたつぼみのささやき。毎回ひとりの美少女が、全てをあなたにお見せします。

吼えろ！パチスロリーグ ＃001 - 配信中
オープン戦／全員集合SP 前半戦。今回は、オープン戦全員集合SPと題して、リーグ戦参加者（木村魚
拓、嵐、松本バッチ、河原みのり、フェアリン）が全員集まり、1日限りの一斉打ちのスプリント勝負を行う。

吼えろ！パチスロリーグ ＃002 - 配信中
オープン戦／全員集合SP 後半戦。今回は、木村魚拓、嵐、松本バッチ、河原みのり、フェアリンという
リーグ戦参加者全員による、オープン戦全員集合SP の後半戦。1時間毎に引くクジによって、次に打つ
台の状況が変わる中、1日限りの一斉打ちのスプリント勝負の結果は如何に？？

吼えろ！パチスロリーグ ＃003 - 配信中
木村魚拓 VS 河原みのり／前半戦。新シリーズ、最初の組み合わせは、木村魚拓VS河原みのり。二人と
も、リーグ戦の優勝を目指し、木村はミリオンゴッド -神々の凱旋-、河原は魔法少女まどか☆マギカを朝
一に掴み、打ち始める。

吼えろ！パチスロリーグ ＃004 - 配信中
木村魚拓 VS 河原みのり／後半戦。木村魚拓VS河原みのりの後半戦。木村は前半戦に引き続き、ミリオ
ンゴッド-神々の凱旋-、前半戦プラスで終えた河原も、引き続き魔法少女まどか☆マギカを打つ。新シ
リーズ、第1戦、二人の収支はいかに！！

吼えろ！パチスロリーグ ＃005 - 配信中
松本バッチ VS フェアリン／前半戦。今回は、ROUND2前半戦にて、松本バッチVSフェアリンの対戦。抽
選番号1番のフェアリンはパチスロ地獄少女からスタート。一方、松本バッチはルパン三世ロイヤルロード 
金海に染まる黄金神殿からスタート。

吼えろ！パチスロリーグ ＃006 - 配信中
松本バッチ VS フェアリン／後半戦。今回は、第2戦、松本バッチ対フェアリンの後半戦。松本バッチは、
前半戦に引き続きルパン三世ロイヤルロード-金海に染まる黄金神殿-にて、フェアリンは、魔法少女まど
か☆マギカで後半戦をスタートさせる。第2戦の勝者は、どちらになるのか？？

吼えろ！パチスロリーグ ＃007 - 配信中
嵐 VS 河原みのり／前半戦。今回は、ROUND3の前半戦、嵐VS河原みのり。前回のリーグ初戦、木村魚
拓相手に勝利し、プラス収支の河原は、パチスロゴッドイーターを確保。一方、今回がリーグ初戦の嵐
は、戦国パチスロ花の慶次-戦極めし傾奇者の宴-を確保。

吼えろ！パチスロリーグ ＃008 - 配信中
嵐 VS 河原みのり／後半戦。ROUND3、嵐VS河原みのりの後半戦。嵐は前半戦に引き続き、戦国パチス
ロ花の慶次-戦極めし傾奇者の宴-を、河原は、前半戦で打っていた別のパチスロ ゴッドイーターへ移
動。持ちコインのある河原が若干リードの展開の中、後半戦の最終結末はいかに？

吼えろ！パチスロリーグ ＃009 - 配信中
木村魚拓 VS フェアリン／前半戦。ROUND4は、現在最下位の木村魚拓と、4位のフェアリンの対戦。今
回は、前半戦にて、共に、アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-を朝一から打ち始める。
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吼えろ！パチスロリーグ ＃010 - 配信中

木村魚拓 VS フェアリン／後半戦。ROUND4、木村魚拓VSフェアリンの後半戦。共に、朝一から打ち続け
ているアナザーゴッドハーデス -奪われたZEUSver.- を後半戦も引き続き、打ち続けます。前半戦、プラ
ス収支で終えたフェアリンに対し、持ちコインゼロでのスタートの木村魚拓は巻き返すことは出来るの
か？そして、第4戦を制するのはどちらだ？？

吼えろ！パチスロリーグ ＃011 - 配信中
嵐 VS 松本バッチ／前半戦。ROUND5、今回は、嵐対松本バッチの前半。現在リーグ戦にて、嵐は4位、
松本バッチは3位にて、共に上位進出への大事な試合と位置づけ、嵐は、秘宝伝 -伝説への道-。松本
バッチは、ミリオンゴッド -神々の凱旋- からスタート。

吼えろ！パチスロリーグ ＃012 - 配信中
嵐 VS 松本バッチ／後半戦。今回は、ROUND5後半戦、嵐対松本バッチ。前半戦に引き続き、嵐は、秘宝
伝 -伝説への道-、松本バッチは、ミリオンゴッド -神々の凱旋- を後半戦も打ち始める。今リーグの折り
返し地点の1戦、ここを制するのは、どちらだ？？

吼えろ！パチスロリーグ ＃013 - 配信中

交流戦／ゲストスロッターSP 前半戦。今回は、交流戦／ゲストスロッターSP 前半戦と題して、レギュラー
メンバー男性陣（木村魚拓、嵐、松本バッチ）が、各々ゲストスロッターを招き入れ、タッグ戦での三つ巴、
1日スプリント勝負を行います。ゲストスロッターは、三宅ナビ（松本チーム）、辻ヤスシ（嵐チーム）、菜乃
花（魚拓チーム）3名。

吼えろ！パチスロリーグ ＃014 - 配信中

交流戦／ゲストスロッターSP 後半戦。レギュラーメンバーの木村魚拓、嵐、松本バッチの3名がそれぞれ
ゲストスロッターとタッグで挑む交流戦／ゲストスロッターSPの後半戦。木村はグラビアアイドルの菜乃花
と、嵐は辻ヤスシと、松本は三宅ナビとタッグを組む。前半はダークホースの菜乃花の活躍が目立った
が、果たして後半の展開は？！

吼えろ！パチスロリーグ ＃015 - 配信中
河原みのり VS フェアリン／前半戦。今回はRound6、河原みのりVSフェアリンの女性対決、前半戦の模
様をお届け。女性対決ならではのピリピリムードが漂う中、トップのフェアリンは逃げ切りを図りたいとこ
ろ。河原も大きな出玉を手にすればトップに立てる可能性がある。女の戦いを見逃すな！

吼えろ！パチスロリーグ ＃016 - 配信中
河原みのり VS フェアリン／後半戦。今回はRound6、河原みのりVSフェアリンの女性対決、後半戦。現在
リーグトップのフェアリンは前半戦プラスで折り返す。前半マイナスの河原も後半勝負に出る。女の戦いを
見逃すな！

吼えろ！パチスロリーグ ＃017 - 配信中
木村魚拓 VS 松本バッチ／前半戦。今回の対戦は木村魚拓VS松本バッチ。現在、最下位の木村魚拓は
もう後がない状態。いつも通りミリオンゴッド凱旋でスタートするが？！

吼えろ！パチスロリーグ ＃018 - 配信中
木村魚拓 VS 松本バッチ／後半戦。今回は木村魚拓VS松本バッチの後半戦。現在2位の松本バッチが
前半大きくマイナス、これ以上後退したくない状況で木村魚拓と共に南国物語を打ち続ける。

吼えろ！パチスロリーグ ＃019 - 配信中
嵐 VS フェアリン／前半戦。今回はリーグトップVS最下位の対戦、現在トップのフェアリンはこれが最終
戦、勝って優勝を確実にしたいところ。対する最下位の嵐は2戦を残し上昇のきっかけを掴みたい！

吼えろ！パチスロリーグ ＃020 - 配信中
嵐 VS フェアリン／後半戦。今回はリーグトップVS最下位の対戦、後半戦。最下位の嵐は上位進出に望
みをかける、一方トップのフェアリンはポイントを減らしたくないのだが…。

CASINO☆Grand Prix ＃003 - 10月1日～
＃3／世界で大流行中のポーカー、テキサスホールデム。決勝戦-入門編-いよいよ決勝戦。残ったのは
2014、2015全日本チャンピオンの2人、2015ジュニアチャンピオン、そしてプロポーカープレイヤー日本人
女子最強の栗田優布。さらにダークホース、元カリスマホスト城咲仁。チャンピオンは果たして？

Sexy Angel ＃034 R-18 10月1日～
＃34／ロリの女王！つぼみ Part2／生年月日：87年12月25日／出身地：山口県／身長：160cm／サイ
ズ：B84・W58・H85

Sexy Angel ＃035 R-18 10月1日～
＃35／引き締まったウエストライン、可愛い声と美脚。桜木凛 Part1／生年月日：89年3月3日／出身地：
兵庫県／身長：160cm／サイズ：B82・W58・H84
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Sexy Angel ＃036 R-18 10月1日～
＃36／引き締まったウエストライン、可愛い声と美脚。桜木凛 Part2／生年月日：89年3月3日／出身地：
兵庫県／身長：160cm／サイズ：B82・W58・H84

Sexy Angel ＃037 R-18 10月1日～
＃37／奇跡の美巨乳Gカップ、エロいくびれ。夢乃あいか Part1／生年月日：87年12月25日／出身地：東
京都／身長：149cm／サイズ：B79・W52・H78

Sweet Kiss ＃005 R-18 10月1日～
＃5／並木優…生年月日：89年3月3日／身長：160cm／サイズ：B83（E）・W58・H85／桜花えり…生年月
日：90年4月11日／身長：158cm／サイズ：B84（E）・W56・H86

Sweet Kiss ＃006 R-18 10月1日～
＃6／栗林里莉…生年月日：87年4月16日／身長：153cm／サイズ：B83（C）・W58・H80／加藤リナ…生年
月日：90年6月4日／身長：157cm／サイズ：B85（D）・W58・H85

The MONDO Times ＃039 - 10月1日～
『外食やコンビニでも健康的な食事はできる！』と様々なメニューを提案する美人管理栄養士・浅野まみこ
と、航空自衛隊の数少ない女性パイロット、しかも美人な柴田有子に、それぞれ話をうかがう！

The MONDO Times ＃040 - 10月1日～
自らが考案した鍋が爆発的にヒットし300億売上げた実業家パク・ジュンギュと、美容整形を70回も行った
男で超有名人のパク・ヒョジョンに、それぞれ話をうかがう！

イメ☆パラ ＃002 R-18 10月1日～
＃2／セクシーアイドル界の2大トップスター「RIO」と「みひろ」がMCとなり、毎回ゲストアイドル2人とゲー
ムをしたり、コスプレで演技対決をしたり、「女子会」トークなどで盛り上がる楽しいコーナーが満載のセク
シーバラエティー番組！！

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃017 - 10月1日～
政重ゆうき VS ヒラヤマン／前半戦。第9戦は、政重ゆうきVSヒラヤマン。共に、リーグ戦、下位に沈む両
者。政重はCRF宇宙戦艦ヤマト -ONLY ONE-から、ヒラヤマンはCR牙狼 魔戒ノ花XXから。共に、リーグ
最終戦の両者、相手を少しでも引き離すために、初当たりを最初に引くのはどちらだ？？

ガールズパチンコリーグ・ホワイト ＃018 - 10月1日～
政重ゆうき VS ヒラヤマン／後半戦。第9戦、政重ゆうきVSヒラヤマンの後半戦。CR銀河機攻隊 マジェス
ティックプリンスからスタートの政重、一方、ヒラヤマンは、朝イチから、CR牙狼 魔戒ノ花XXを打つ。リー
グ戦下位同士、共に負けられない一戦、最後に勝利を手にするのはどちらだ？？

ダイアモンド☆ユカイのThe MONDO 
Times ＃014

- 10月1日～
＃14／脱！間違い-これがあなたの似合う服／ダイアモンド☆ユカイが美人秘書軍団を引き連れ、社会
に起こる様々な現象を追求する社会派人間観察トークショー。

ダイアモンド☆ユカイのThe MONDO 
Times ＃015

- 10月1日～
＃15／新車！？いやいや中古車だ！賢い車の選び方／ダイアモンド☆ユカイが美人秘書を引き連れ、
社会に起こる様々な現象を追求する社会派人間観察トークショー。

パチスロ常勝理論！＃269 - 10月1日～ 今回のポロリ＆伊藤真一のコンビは香川県での実戦。ポロリの意外な弱点が露見する！

パチスロ常勝理論！＃270 - 10月1日～
今回はポロリとワサビのコンビでの実戦。朝一、南国物語に向かったポロリの狙いが次々に当たってい
く。

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃188 - 10月1日～

上田浩二郎（Hi-Hi）編／今回の達人ゲストは、Hi-Hiの上田浩二郎。守山アニキと達人は、朝イチから、
爆発力のあるCR牙狼 魔戒ノ花XXへ、安藤は、今回は甘デジで立ち回るということで、CR地獄少女 弐 き
くりの地獄祭りFPAからスタート。大きく負け越している達人枠、Hi-Hi上田によって大きく収支を戻すこと
は出来るのか？？
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MONDO TV オンデマンド for J:COM
（Ｒ１８）

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MONDO01）よりご確認ください。

パチンコ激闘伝！実戦守山塾 ＃189 - 10月1日～
岩崎一則（Hi-Hi）編／今回の達人ゲストは、Hi-Hiの岩崎一則。回る台を打つという信条の岩崎、朝イチ
はデジハネCRあしたのジョーから。守山アニキと安藤は、CR巨人の星-情熱の炎-MM-Yからスタート。現
在、大きく負けが込んでいる達人枠、「2兆個出す！」と宣言した岩崎によって、挽回出来るのか？？

ビキスポ！＃005 R-18 10月1日～
＃5／躍動する筋肉、ほとばしる汗！しなやかな肉体の繰り広げる新感覚スポーツ番組ビキスポ！種目
はゴルフ、ビーチバレー、テニス、ボウリング、フットサル、など。各種目4話で明日のスターを目指すアイ
ドルたちが優勝をかけて戦う。

ビキスポ！＃006 R-18 10月1日～
＃6／躍動する筋肉、ほとばしる汗！しなやかな肉体の繰り広げる新感覚スポーツ番組ビキスポ！種目
はゴルフ、ビーチバレー、テニス、ボウリング、フットサル、など。各種目4話で明日のスターを目指すアイ
ドルたちが優勝をかけて戦う。

みうらじゅん＆山田五郎の親爺同志 ＃
042

- 10月1日～
＃42／混迷する世の中に一筋の光になるべく親爺たちが立ち上がる。流行語、格言、諺など、みうらじゅ
ん、山田五郎なりの定義、解釈をつけていくコーナーや、視聴者・番組観覧者に皆様からのお悩み、疑問
に即興で答える。サブカル両巨頭の、話芸のスペクタル。

みうらじゅん＆山田五郎の親爺同志 ＃
043

- 10月1日～
＃43／混迷する世の中に一筋の光になるべく親爺たちが立ち上がる。流行語、格言、諺など、みうらじゅ
ん、山田五郎なりの定義、解釈をつけていくコーナーや、視聴者・番組観覧者に皆様からのお悩み、疑問
に即興で答える。サブカル両巨頭の、話芸のスペクタル。

みうらじゅん＆山田五郎の親爺同志 ＃
044

- 10月1日～
＃44／混迷する世の中に一筋の光になるべく親爺たちが立ち上がる。流行語、格言、諺など、みうらじゅ
ん、山田五郎なりの定義、解釈をつけていくコーナーや、視聴者・番組観覧者に皆様からのお悩み、疑問
に即興で答える。サブカル両巨頭の、話芸のスペクタル。

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃015

- 10月1日～
決勝第1戦／いよいよ決勝戦！最後までもつれた第10回モンド名人戦の予選を勝ち抜いたのは、土田、
近藤、古川、荒の4名。短期戦のアドバンテージを握るのは果たして誰だ！？名人たちが五感の全てを駆
使して戦いに挑む！

モンド麻雀プロリーグ15／16 第10回名
人戦 ＃016

- 10月1日～
決勝第2戦／ついに最終戦！第1戦でアドバンテージを握ったのは近藤。このまま逃げ切れるのか！？
息を呑む瞬間の連続。逆転に次ぐ逆転に、もはや言葉はいらない！壮絶といえる戦いに、勝って雄叫び
をあげるのは誰だ！？

モンド麻雀プロリーグ15／16 第12回モン
ド王座決定戦 ＃001

- 10月1日～ 第1戦／麻雀プロリーグ15／16シリーズの年間王座を決める麻雀プロリーグ最高峰の全4戦の対局。

モンド麻雀プロリーグ15／16 第12回モン
ド王座決定戦 ＃002

- 10月1日～ 第2戦／麻雀プロリーグ15／16シリーズの年間王座を決める麻雀プロリーグ最高峰の全4戦の対局。

ラッパー“ACE”の世界をねらえ ＃003 - 10月1日～
＃3／ブラジル生まれ、新宿育ちのストリートラッパー・ACEが恋人や弟、仲間とともにラップ界の頂点を目
指す新感覚リアリティショー！その生き様をとくとご覧あれ！

女神降臨 EX ＃003 R-18 10月1日～
＃3／池田ショコラ、浦えりか、栗田恵美、川村りか／女神降臨EX！女神たちの違った一面をお届け！鞄
の中身やオフショットなど番組未公開映像が盛りだくさん！

桃のささやき ＃031 R-18 10月1日～
＃31／アイドルの星美りかちゃん！これは完全に保存版です！星美りか／生年月日：90年9月20日／出
身地：静岡県／身長：150cm／サイズ：B86・W60・H82

桃のささやき ＃032 R-18 10月1日～
＃32／おっとりした癒し系、スタイル抜群！辰巳ゆい／生年月日：84年6月8日／出身地：岐阜県／身長：
168cm／サイズ：B88・W60・H89
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MONDO TV オンデマンド for J:COM
（Ｒ１８）

◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/MONDO01）よりご確認ください。

吼えろ！パチスロリーグ ＃021 - 10月1日～
松本バッチVS河原みのり／前半戦。今回は松本バッチと河原みのりの対戦。現在リーグ2位の松本と3位
の河原、お互い上位進出を図りたいところ。スタート早々、ミリオンゴッド凱旋の松本がミラクルプレイを見
せる！

吼えろ！パチスロリーグ ＃022 - 10月1日～
松本バッチVS河原みのり／後半戦。今回は松本バッチVS河原みのりの後半戦。現在リーグ2位の松本
は前半からミリオンゴッド神々の凱旋で約5000枚を獲得。フェアリンを上回り首位に立つのはどちらだ！


