2021

DEATH NOTE

新番組

毎週［月］〜［金］深夜0:30〜 ※4/19［月］スタート

女子プロレス伝説 超嬢血戦

毎週［金］午後11:00〜 ※4/30［金］
スタート
レジェンド女子レスラーが自らのベストマッチを、当時の心境、思い出、今だか
ら話せる事など、試合映像を見ながら振り返るプロレスバラエティ！
出演は「長与千種」
「キューティー鈴木」
「アジャ・コング」
「ブル中野」他

新シリーズ

夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2021

毎週［月］午後 9:30 〜他 ※4/5［月］スタート
夕刊フジ主催、女流雀士限定の麻雀タイトル戦。
個人戦優勝者は「女流モンド杯チャレンジマッ
チ」への出場権を獲得。

新シリーズ

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6

4

新世界を築こうとする高校生･夜神月と、彼の行為を
止めるべく捜査に乗り出す謎の名探偵･L。
死神が落とした恐るべき デスノート から始まる天
才 vs 天才の壮絶な頭脳戦が繰り広げられる大ヒット
アニメ作品 !

新番組

おふろやさん日和 2

毎週［木］午後11:30〜他 ※4/1［木］
スタート
素敵な銭湯で「ほっ」と、ひと息。キュートな女性を主演に
銭湯とその街を巡る、1話完結の艶やか情報ドラマ！

闇の法執行人

コスプレJAPAN

4/2・16・30［金］午後11:30 〜他

毎週［月］午後11:00 〜他 ※4/5［月］スタート

4/7［水］深夜 0:00 〜 他

腕 に 覚 えありの 馬 券 師たちが、手 に 汗 握 る
的中バトル を繰り広げる!
果たして最強馬券師の称号は誰の手に!?

原 案・製作 総 指 揮・主 演「竹内力」。闇の圧 力
に屈せずに立ち向かう男たちの壮大なリベン
ジマッチがついに始まる！

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」でお届け！
＃5 星乃まみ

TM & © 2021 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.
［女子プロレス伝説 超嬢血戦］©V☆パラダイス［DEATH NOTE］©大場つぐみ・小畑健／集英社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ［おふろやさん日和2］©「おふろやさん日和」プロジェクト［闇の法執行人］©2017「闇の法執行人」製作委員会［ブラッド・ファーザー］© Blood Father LLC, 2015

MONDO TV TIMETABLE
MON

5.12.19.26

TUE

5

1日～ ガールズパチンコリーグ・クリスタル
1日～ 常勝理論！
コサキンのラジオごっこ

カリスマチューニング ～スーパーカー～

5日- CASINO☆Grand Prix
12日～ 夕
 刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2021

10

5日～ 守山塾

いいね！パチスロリーグ

ガールズパチンコリーグ・ルビー

玉袋筋太郎の
レトロパチンコ☆DX
1日～ キャプテン

1.8.15.22.29

特集枠

FRI

5日～ 第3回三人麻雀GRANDPRIX

1日～ コサキンのラジオごっこ

7
9

THU

1日～ 第2回三人麻雀GRANDPRIX

6
8

6.13.20.27

★ 新作（初回放送）

2021 April
WED 7.14.21.28

エンタメ

SAT

2.9.16.23.30

的場浩司のスイーツ男子塾！

守山塾

常勝理論！

旧車TV レストア・ファクトリー
Season3

鉄道ひとり旅～女子鉄編～

1日- ワンダーJAPAN TV
8日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6

おふろやさん日和2

28日～(10:30～) プレイボール2nd

2
3
4

最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6

常勝理論！

トゥルー・ジャスティス
シーズン1
5日～
トップギア シリーズ23
26日～
トップギア シリーズ24

11

守山塾

鉄道ひとり旅～女子鉄編～

★モンド麻雀プロリーグ
20/21
第21回モンド杯

★MONDOシアター

新TV見仏記

玉袋筋太郎の
レトロパチンコ☆DX

1日～ ガールズパチンコリーグ・サファイア
5日-(～2:30)
★MONDOアドレナリンシアター
日本犯罪史～偽造の快楽～ ＜R-15＞
12日～ ガールズパチンコリーグ・ルビー

いいね！パチスロリーグ

2

6日-(～2:30)
★MONDOアドレナリンシアター
日本犯罪史～欲望の穴～
＜R-15＞
13日～ 常勝理論！

★的場浩司の
スイーツ男子塾！
★おふろやさん日和2

おふろやさん日和2

モンド麻雀プロリーグ
20/21
第21回モンド杯

MONDOシアター

3

5
6
7
8

10

★守山塾

11

★常勝理論！

0

★MONDO
アドレナリンシアター /
MONDO
プライムシアター

1

★いいね！パチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ
20/21
第21回モンド杯

女神降臨
Sweet Angel
コスプレJAPAN

25日～ 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ

2

★玉袋筋太郎の
レトロパチンコ☆DX

玉袋筋太郎の
レトロパチンコ☆DX

27日～ HiGH＆LOW ～THE STORY OF S.W.O.R.D.～

1

9

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

1日～ テリー伊藤と訳あり女

11

★新TV見仏記

MONDOシアター

1日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5

10

★MONDO
プライムシアター /
MONDOシアター

★ガールズパチンコリーグ・
ルビー

Sweet Angel

9

カレーの門戸

2日～ ★
 旧車TV
レストア・ファクトリー Season3
30日～ ★女子プロレス伝説 超嬢血戦

★他人のSEXで
生きてる人々2

8

おふろやさん日和2

怪談テラーズ

★最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6

7

12

的場浩司の
スイーツ男子塾！

HiGH＆LOW ～THE STORY
OF S.W.O.R.D.～

19日～ ★DEATH NOTE

7日-(～2:30)
★MONDOアドレナリンシアター 1日- テレビ見墳記
～ご近所古墳を味わうひととき～
日本犯罪史～飼育の罠～
8日～ 夕
 刊フジ杯争奪
＜R-15＞
麻雀女流リーグ2021
14日～ 守山塾

3
4

モンド麻雀プロリーグ
20/21
第21回モンド杯

★トゥルー・ジャスティス
シーズン1

★鉄道ひとり旅
～女子鉄編～

★コスプレJAPAN

4日トップギア シリーズ25
11日～
トップギア シリーズ26

6

4

トップギア シリーズ28

いいね！パチスロリーグ

★トップギア シリーズ28

HiGH＆LOW ～THE STORY OF
S.W.O.R.D.～

4日「F1グランプリ・ヒーロー
ズ」一挙放送
コサキンのラジオごっこ
11日-(14:00～)
トップギア ネパール・スペ
シャル
(15:30～)
モンド麻雀プロリーグ
MONDOシアター もらと
20/21
りあむタマ子
第21回モンド杯
18日-(11:00～)
「トモダチゲーム」一挙放送
25日最強馬券師決定戦！
競馬バトルロイヤル 6 「ザンビ」一挙放送

常勝理論！

1日～「最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5」
一挙放送
6日- (22:30～) コスプレJAPAN
7日～「恋するパチスロリーグ」一挙放送
27日- (22:30～) コスプレJAPAN
28日～「ガールズパチンコリーグ・サファイア」一挙放送

マジムリ学園

夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2021

いいね！パチスロリーグ

ガールズパチンコリーグ・
ルビー

旧車TV レストア・ファクトリー
Season3

コスプレJAPAN

ガールズパチンコリーグ・サファイア

ガールズパチンコリーグ・
ルビー

1日～「F1グランプリ・ヒーローズ」一挙放送
14日～「試してバッテン！？良い子は絶対真似しないでね」一挙放送
23日- 大阪アースダイバー ～ケンコバ的 歴史発掘手帖～
26日～「ザンビ」一挙放送
常勝理論！

旧車TV レストア・ファクトリー
Season3

守山塾

ガールズパチンコリーグ・ブラック

0
1

新田恵海の恐竜DEEP

モンド麻雀プロリーグ19/20
1日～ 第20回モンド杯
14日～ 第14回名人戦

★夕刊フジ杯争奪
麻雀女流リーグ2021

10

守山塾

怪談テラーズ

7

最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 6

MONDOシアター

MONDOシアター / MONDOプライムシアター

6

9

新TV見仏記

旧車TV レストア・ファクトリー
Season3

5

8

ガールズパチンコリーグ・
ルビー

いいね！パチスロリーグ

カレーの門戸

鉄道ひとり旅～女子鉄編～

モンド麻雀プロリーグ16/17
12日～ 第3回女流モンド チャレンジマッチ 16日～ 第14回女流モンド杯

モンド麻雀プロリーグ
20/21
第21回モンド杯

常勝理論！

ガールズパチンコリーグ・ルビー

モンド麻雀プロリーグ15/16
1日- 第10回名人戦 2日～ 第12回モンド王座決定戦

的場浩司の
スイーツ男子塾！

5

守山塾

12

いいね！パチスロリーグ

4.11.18.25

守山塾 / 常勝理論！

1日～ 玉袋筋太郎のナイトスナッカーズ・リターンズ 9日～ おいで！パチスロリーグ 28日～ 最強馬券師決定戦！競馬バトルロイヤル 5

1

シネマ

25日～ 第4回三人麻雀GRANDPRIX

11

8日～ 第1回女流モンド新人戦

パチ＆スロ

SUN

3.10.17.24

19日～ 恋するパチスロリーグ

モンド麻雀プロリーグ
20/21
第21回モンド杯

麻雀

27日～ 旧車ＴＶ レストア・ファクトリー

19日～ ガールズパチンコリーグ・プラチナ

20日～ プレイボール

アイドル

ザンビ

他人のSEXで
生きてる人々2

おふろやさん日和2

2
3
4

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。

番組・ご視聴に関するお問い合わせ
MONDO TV カスタマーセンター

モンドTV

検索

0570-03-8800

tel.

受付時間 10:00〜20:00（年中無休）

CATV で観る!

で観る!

詳しくは

お近くの CATV各局
お問い合わせください。

へ

※ 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。

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。

