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Pimp My Ride Season4 ＃01 5月1日～
字幕／＃1／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はシボレー・マリブ

Pimp My Ride Season4 ＃02 5月1日～
字幕／＃2／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォルクスワーゲン・181

Pimp My Ride Season4 ＃03 5月1日～
字幕／＃3／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車は三菱・ギャラン

Pimp My Ride Season4 ＃04 5月1日～
字幕／＃4／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォード・エコノライン・アイスクリームトラック

Pimp My Ride Season4 ＃05 5月1日～
字幕／＃5／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はトヨタ・T100

Pimp My Ride Season4 ＃06 5月1日～
字幕／＃6／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はキャデラック・デビル・リムジン

Pimp My Ride Season4 ＃07 5月1日～
字幕／＃7／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はトヨタ・セリカ

Pimp My Ride Season4 ＃08 5月1日～
字幕／＃8／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はレンジローバー

Pimp My Ride Season4 ＃09 5月1日～
字幕／＃9／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はシボレー・モンテカルロ

Pimp My Ride Season4 ＃10 5月1日～
字幕／＃10／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ
変わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォード・コントゥア

Pimp My Ride Season4 ＃11 5月1日～
字幕／＃11／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ
変わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はマーキュリー・クーガー

Pimp My Ride Season4 ＃12 5月1日～
字幕／＃12／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ
変わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォード・プローブ

Pimp My Ride Season4 ＃13 5月1日～
字幕／＃13／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ
変わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はシボレー・エルカミーノ

ＭＴＶ セレクト
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Pimp My Ride Season4 ＃14 5月1日～
字幕／＃14／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ
変わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォルクスワーゲン・タイプ1

Pimp My Ride Season4 ＃15 5月1日～
字幕／＃15／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ
変わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はシボレー・K5ブレイザー

Pimp My Ride Season4 ＃16 5月1日～
字幕／＃16／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応募者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ
変わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車は日産・パルサー

Punk’d Season7 ＃01 5月1日～
字幕／＃01 ケイト・ベッキンセール、とんだ人違い／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人
気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中
を騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃02 5月1日～
字幕／＃02 NE-YO、現金の行方／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている
若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気
ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃03 5月1日～
字幕／＃03 DJポール、夕食時のハプニング／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を
集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒
がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃04 5月1日～
字幕／＃04 クリス・ブラウン、ママをかばう／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集
めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒が
す人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃05 5月1日～
字幕／＃05 イライジャ・ウッド、爆発騒ぎに困惑／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気
を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を
騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃06 5月1日～
字幕／＃06 ニコレット・シェリダン、予想外の展開に…／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大
な人気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな
街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃07 5月1日～
字幕／＃07 テディー・ガイガー、レストランにて愛犬が…／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶
大な人気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラス
な街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃08 5月1日～
字幕／＃08 リアーナ、路上での出来事／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集め
ている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす
人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

16 and Pregnant Season1 ＃01 配信中

字幕／＃01／今回はテネシー州出身のメイシーに密着。婚約者が子育てをまったく手伝ってくれず、彼
女は婚約者との関係を続けるべきか、大きな問題に一人で立ち向かうべきか悩みます。彼女が下した
決断とは…？実際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活
を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃02 配信中

字幕／＃02／今回はチアリーダーのファラに密着。妊娠するまでは人気者だった彼女ですが、学校中
にシングルマザーだと噂が広まり、退学することに。そのうえ、家では口うるさい母と喧嘩ばかりで…。実
際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.
制作のドキュメンタリー。
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16 and Pregnant Season1 ＃03 配信中

字幕／＃03／今回はパーティー大好きなアンバーに密着。高校生活最後の年を、よき理解者ではある
が子供っぽい彼氏と暮らすことになった彼女。2人は大人としての責任を持って過ごしていかなければな
らないのだが…。実際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生
活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃04 配信中

字幕／＃04／今回は軍に入隊志望の女の子、エボニーに密着。妊娠して、予備役将校訓練隊の制服
から妊婦服に着替えた彼女。高校卒業後は彼氏と共に空軍に入隊する予定だったが、入隊どころか高
校卒業も危ぶまれて…。実際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した
日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃05 配信中

字幕／＃05／今回はジョージア州出身のホイットニーに密着。彼女だけでなく彼女の母親も妊娠し、家
の中がいっきに騒がしくなります。そんな中、ホイットニーと彼氏のウェストンは…。実際に妊娠した16歳
の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタ
リー。

16 and Pregnant Season1 ＃06 配信中

字幕／＃06／今回は、ミシガン州の小さな町出身のケイトリンに密着。短気な家族の中で唯一冷静な彼
女。彼氏のサポートを受けながら、彼女は人生で最も困難な選択を迫られます。そして両親の承認なし
で養子縁組を進めていくのですが…。実際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって
大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃07 配信中

字幕／＃07／シーズンフィナーレとなる今回は、シーズン1で密着した6人の女の子全員が登場し、各少
女のエピソードを振り返り、問題や挑戦、そしてその後どうなったかなどを議論します。実際に妊娠した
16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュ
メンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃08 配信中
字幕／＃08／今回は、これまでのエピソードの未公開映像をお届け！実際に妊娠した16歳の少女たち
に密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

Punk’d Season3 ＃01 配信中

字幕／＃01／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若手セレブリティ、ア
シュトン・カッチャーがMTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV
Punk’d」。常にメディアにはちやほやされるのに慣れているセレブ達だが、そんな彼らの私生活を覗きな
がら逆にあくどいイタズラを仕掛けて彼らの素顔を暴露！

Punk’d Season3 ＃02 配信中

字幕／＃02／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若手セレブリティ、ア
シュトン・カッチャーがMTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV
Punk’d」。常にメディアにはちやほやされるのに慣れているセレブ達だが、そんな彼らの私生活を覗きな
がら逆にあくどいイタズラを仕掛けて彼らの素顔を暴露！

Punk’d Season3 ＃03 配信中

字幕／＃03／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若手セレブリティ、ア
シュトン・カッチャーがMTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV
Punk’d」。常にメディアにはちやほやされるのに慣れているセレブ達だが、そんな彼らの私生活を覗きな
がら逆にあくどいイタズラを仕掛けて彼らの素顔を暴露！

Punk’d Season3 ＃04 配信中

字幕／＃04／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若手セレブリティ、ア
シュトン・カッチャーがMTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV
Punk’d」。常にメディアにはちやほやされるのに慣れているセレブ達だが、そんな彼らの私生活を覗きな
がら逆にあくどいイタズラを仕掛けて彼らの素顔を暴露！

Punk’d Season3 ＃05 配信中

字幕／＃05／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若手セレブリティ、ア
シュトン・カッチャーがMTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV
Punk’d」。常にメディアにはちやほやされるのに慣れているセレブ達だが、そんな彼らの私生活を覗きな
がら逆にあくどいイタズラを仕掛けて彼らの素顔を暴露！

Punk’d Season3 ＃06 配信中

字幕／＃06／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若手セレブリティ、ア
シュトン・カッチャーがMTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV
Punk’d」。常にメディアにはちやほやされるのに慣れているセレブ達だが、そんな彼らの私生活を覗きな
がら逆にあくどいイタズラを仕掛けて彼らの素顔を暴露！

Punk’d Season3 ＃07 配信中

字幕／＃07／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若手セレブリティ、ア
シュトン・カッチャーがMTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV
Punk’d」。常にメディアにはちやほやされるのに慣れているセレブ達だが、そんな彼らの私生活を覗きな
がら逆にあくどいイタズラを仕掛けて彼らの素顔を暴露！
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Punk’d Season3 ＃08 配信中

字幕／＃08／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若手セレブリティ、ア
シュトン・カッチャーがMTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV
Punk’d」。常にメディアにはちやほやされるのに慣れているセレブ達だが、そんな彼らの私生活を覗きな
がら逆にあくどいイタズラを仕掛けて彼らの素顔を暴露！

Punk’d Season8 ＃01 配信中
字幕／＃01 ネリー・ファータドのバッグの中身／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気
を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を
騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃02 配信中
字幕／＃02 ヒラリー・スワンクと困ったファン／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を
集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒
がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃03 配信中
字幕／＃03 エヴァンジェリン・リリー、突然の爆音騒ぎに唖然／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッド
で絶大な人気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマ
ラスな街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃04 配信中
字幕／＃04 マジック・ジョンソン、食事中の出来事／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人
気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中
を騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃05 配信中
字幕／＃05 ジュエル、駐車場でのハプニング／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気
を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を
騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃06 配信中
字幕／＃06 ジョジョ、病院でのハプニング／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集
めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒が
す人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃07 配信中
字幕／＃07 ピットブル感謝祭にて／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている
若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気
ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃08 配信中
字幕／＃08 Aly＆AJ 撮影中に…／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている
若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気
ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Rob ＆ Big Season1 ＃01 配信中
字幕／＃01 同居生活スタート！／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードである
ビッグ・ブラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラ
が密着！

Rob ＆ Big Season1 ＃02 配信中
字幕／＃02 スケート・デー／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・
ブラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密
着！

Rob ＆ Big Season1 ＃03 配信中
字幕／＃03 旅行へ出発／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・ブ
ラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！

Rob ＆ Big Season1 ＃04 配信中
字幕／＃04 健康志向へ／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・ブ
ラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約80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
配信
開始

内容

ＭＴＶ セレクト

Rob ＆ Big Season1 ＃05 配信中
字幕／＃05 ハッピーバースデー／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードである
ビッグ・ブラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラ
が密着！

Rob ＆ Big Season1 ＃06 配信中
字幕／＃06 家らしい家に…／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・
ブラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密
着！

Rob ＆ Big Season1 ＃07 配信中
字幕／＃07 セキュリティー／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・
ブラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密
着！

Rob ＆ Big Season1 ＃08 配信中
字幕／＃08 Do Work／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・ブラッ
ク。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃01

配信中

字幕／＃1 サニーとジェイミソンのケース／女子大生のサニーはフェイスブックで一目ぼれしたジェイミ
ソンに夢中。彼はモデルをしながら麻酔科医を目指しているという。出会って8ヶ月が過ぎ、すっかり彼の
虜になってしまったサニーは結婚まで考えるようになるが、何かと理由をつけて会うのを拒まれてきた。
サニーはとうとう彼に会いに行く決心をするが…。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃02

配信中

字幕／＃2 トリーナとスコーピオのケース／27歳でマッチョ、2人の子持ちだというスコーピオとネットで知
り合ったストリッパーのトリーナ。メールや電話でのやり取りが1年も続き結婚の話が出てくるほどなの
に、仕事で忙しいという理由でトリーナは一度も彼と会ったことがない。実はスコーピオのプロフィールは
全くのデタラメで、相手の子供は2人どころか4人！？

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃03

配信中

字幕／＃3 キムとマットのケース／10年前にチャットで意気投合したマットにずっと想いを寄せているキ
ム。昔、麻薬に溺れた彼氏をふった結果、相手が自殺したことにずっと責任を感じていたが、そこから
救ってくれたのもマットだった。彼の存在が大きすぎて今の新しい恋人との交際も次のステップに進めず
躊躇している。これまで何度もマットに会おうとしたが…。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃04

配信中

字幕／＃4 ジャスミンとマイクのケース／ついに理想的な結婚相手マイクを見つけたジャスミン。お互い
シングルペアレントということもあり、この2年間厚い信頼関係を築いてきた。しかし二人とも家が車で15
分しか離れていないにも拘わらず、メールのやり取りしかしたことがない。これまでに何度か電話をかけ
てみたが、何故かいつもつながらない。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃05

配信中

字幕／＃5 ジャロッドとアビーのケース／バンドマンでシングルファザーのジャロッドはフェイスブックで
知り合ったアビーと婚約中。ミシシッピ州在住のブロンドで美人なアビーとは一年半ずっと頻繁に電話す
る関係で近いうちに同棲する予定。それなのに未だにお互いの顔を見たことがない。捜査段階で婚約者
が偽者かもしれないと告げられるとジャロッドは落胆する。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃06

配信中

字幕／＃6 カヤとアレックスのケース／今回の依頼主カヤはなんと自身を偽るキャットフィッシュ…。8ヶ
月前に彼女はあるウェブサイトを通してアレックスというスイス人男性と知り合うが、見た目に自身がな
い彼女は違う女性になりすましてしまった。ところが突然彼からカリフォルニアに引っ越してきたとの連絡
を受け、カイアは真実を全て打ち明けることに。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃07

配信中

字幕／＃7 ジョーとカリ・アンのケース／フェイスブックで知り合ったスーパーモデルのカリ・アンにすっか
り心を奪われたジョー。ミスUSAティーンに輝いたほどの美貌を持つ彼女と3ヶ月間連絡を取り続けてき
たジョーは、うますぎる話を心のどこかで疑うようになる。しかしカリ・アンの存在を確かめる捜査が進む
につれ証拠がどんどん集まる。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃08

配信中

字幕／＃8 タイラーとアマンダのケース／同じミシガン州に住んでいる大学生のアマンダとのラブラブな
メールを一年半も続けているタイラー。他の女の子と違って駆け引きを一切しない彼女は特別な存在
だ。しかしアマンダが何故か携帯電話を持っていないという理由から一度も声を聞いたことがない。どう
しても彼女に会いたいタイラーはニーヴに依頼し捜査を始めるが…。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃09

配信中

字幕／＃9 ロッドとエボニーのケース／同性愛者のサイトで出会ったエボニーと4年間ネット恋愛を続け
ているロッドは、実は別名を名乗り、イケメンのいとこの写真をエボニーに見せ自分と偽っていた。しかし
エボニーがトランスジェンダーと知りながら彼女に惹かれているロッドは、実際に会い本当のことを打ち
明け、二人の関係を深めたいと願うようになる。
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キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃10

配信中

字幕／＃10 リコとジャマーリのケース／国際的男性モデルのジャマーリと、3年前からネット恋愛中のリ
コ。彼は今人生の岐路に立たされていた。彼の母親は重い病気で家族と過ごすため為イギリスに帰って
しまった。リコも帰って母親と暮らしたいが、その結果もしかすると運命の恋を逃してしまうかもしれない
と思うと決断ができない。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃11

配信中

字幕／＃11 マイクとフェリシアのケース／不景気で失業し、5年付き合った彼女はレズになって別れた。
そんな不運続きの中、マイクはネットでフェリシアと出会った。優しくて会話も楽しい彼女に惹かれてはい
るもののまだ彼女とは会ったことがない。そう遠くない場所に住んでいるという彼女の家を一度訪ねたこ
とはあるのだが…。

キャットフィッシュ -リアルレポート ネット
恋愛の落とし穴- シーズン1 ＃12

配信中

字幕／＃12 振り返りスペシャル／衝撃のシーズンとなった本編の依頼主たちがスタジオにやってきた。
視聴者から質問を受けながら過去を振り本音を語る！実在しなかった人物に恋をしていた被害者、騙し
ているとわかりながら成りすましを止められなかった加害者…再会した今、お互いはどう変わったの
か？飛び出す激しい口論や、依頼主たちのその後の成長ぶりをご覧ください！

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃01

配信中

字幕／＃1 レッドネック・ヘヴンへようこそ！／ここはテキサスいちのクレイジーなバー。ホットな女の子
たちが毎日たくさんの客を迎えている。新人のモーガンは、いつかバレルレースに出場するのが夢だっ
た。毎日一生懸命働いているが、ベテランのアンバーとは気が合わない。アンバーはさぼり魔で客と
喋ってばかりだが、彼女のおかげでチップを稼げているのも事実。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃02

配信中

字幕／＃2 新人とベテラン／新人のクリスティンは最近ママとうまくいっていない。衣装が過激すぎると
いう理由で、レッドネックでの仕事を認めてくれないのだ。そこでクリスティンは服の販売で培った経験を
生かし、レッドネックの営業企画に転身しようとする。ボスのティファニーに相談しようとするものの、仕事
中にミスをしてしまってうまく伝えられない。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃03

配信中

字幕／＃3 TKCC／レッドネックに新入りのミミが登場。みんなで“新入りいびり”を始めるが、実際は新
人同士は仲がいい。営業企画の座を狙っていたクリスティンだったが、裏切られたと感じていたティファ
ニーは別の女の子を選んでしまう。そこでクリスティンはティファニーたちベテラン勢を見返すため、新人
仲間と一緒にあることを企てるのだが…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃04

配信中

字幕／＃4 伝言ゲーム／バレルレースに出場するのが夢のモーガンは、練習するために理想の馬を探
す。彼氏のチャンスは馬に詳しい、キュートでセクシーなカウボーイ。モーガンに会うためにレッドネック
に遊びに来たチャンスを見て、どうやら新入りのミミは一目ぼれしたらしい。同僚の彼氏は絶対に狙わな
いのが女の子の暗黙のルール。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃05

配信中

字幕／＃5 ABCナイト／派手なケンカのせいで店の評判を落としかねない事態に、ボスのティファニー
は大激怒。アンバーとモーガンは仲直りしたものの、怒りの矛先はすべてミミにいってしまう。だが、ミミに
対する怒りの本当の原因はアンバーの過去にあった。そんな中、レッドネックでは最大のイベント“ABC
ナイト”を開催。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃06

配信中

字幕／＃6 レッドネック・エチケット／レッドネックの利益が上がったご褒美に、オーナーのティンカーは
女の子たちに高級レストランでのディナーをプレゼント。みんなの絆を深めるチャンスだったが、新入りの
ミミはアンバーに誘われ、ベテラン勢と仲良くメークアップ。仲間だと思っていた新人のジリアンも、リムジ
ンの中でベテラン勢とはしゃいでいる。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃07

配信中

字幕／＃7 キャンプ女子会／女の子たちの険悪なムードに不安を感じたティファニーは、結束力を高め
るために全員でキャンプに出かけようと提案する。始めはイヤがっていた新人たちも、火を囲みながら話
しているうちに素直な気持ちを伝えられるようになる。モーガンはチャンスの家族と夕食をとるが、チャン
スのパパはレッドネックでの仕事を認めてくれず…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃08

配信中

字幕／＃8 ワイルド・ウエスタン／キャンプで素直な気持ちを語り合い、ようやく家族のような絆を作った
女の子たちだったが、渦中のミミだけが謝っていないことに気づきイライラしていた。ミミへの態度を改め
たモーガンたちに対し、ミミは仕事中もみんなに協力しようとしないのだ。見かねたサブリナは2人きりで
話し合おうとするが…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃09

配信中

字幕／＃9 お騒がせガールズ／パーティーで200万ドルの豪邸を汚されたティンカーは大激怒。問題を
解決しなければ誰かをクビにすると言い出してしまった。問題続きの状況に嫌気がさしたティファニー
は、独自の方法でストレスを発散することに。新人のジリアンは胸の下あたりにしこりがあることに気づ
き、マーセデスと一緒に病院で検査を受けることにする。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃10

配信中

字幕／＃10 ロデオカップルの行方／モーガンとチャンスは2人の将来について真剣に考えていたが、
チャンスはレッドネックでの仕事を応援できず、結婚に踏み出せないでいた。チャンスが反対するのに
は、1年前に起きたある出来事に原因があるのだ。クリスティンはTKCCのシューズを店頭販売で売り出
すため、行動に出始める。
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ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃11

配信中

字幕／＃11 復縁と絶交／チャンスと復縁したモーガンは、クリスティンをダブルデートに誘う。ところが
チャンスがクリスティンの彼氏をバカにし、モーガンとクリスティンは大ゲンカ。クリスティンのシューズの
発売記念パーティーにも出席しないと伝える。そんな中アンバーがまたもやパーティーで酔っぱらい始め
てしまい…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃12

配信中

字幕／＃12 レッドネック・ハリケーン／アンバーはレッドネックに初めてやってきたアレックスにひとめぼ
れ。今まで見たことがないほど緊張していたが、2人の初デートは思わぬ事態に発展し、ティファニーを
悩ませる。ミミは新しい恋人コルトンと順調に仲を深めていた。ところがある日ティファニーはミミがこっそ
り泣いている姿を目撃し、衝撃の事実を知ることになる…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃13

配信中

字幕／＃13 友情よりビール？／モーガンは朝礼でバレルレースへの出場が決まったことをみんなに報
告するが、ケンカ中のクリスティンは1人ショックを受けていた。ミミは妊娠したことをコルトンやママに伝
えることに。まだ付き合って数か月のコルトンがどんな反応をするか、ミミは不安でいっぱいになる。ティ
ファニーたちは最近のアンバーの問題行動を心配し…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！セ
クシーロデオガールズ- ＃14

配信中

字幕／＃14 ロデオガール・デビュー／レッドネックにサブリナのママが現れた。学費のための貯金を反
対されていたサブリナは不安になるが、ママは意外な行動に出る。親友だったモーガンとクリスティンは
お互いを恋しく思いながら仲直りできずにいた。そんな中いよいよモーガンのバレルレースの日がやって
くる。レース前に緊張していたモーガンの前に、クリスティンが現れ…。


