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▼『やくざの女』連続放送

▼『難波金融伝 ミナミの帝王』連続放送

▼『あずぱち！』連続放送

▼『消しゴム屋』連続放送 ▼『代紋の墓場』連続放送

▼『男ともだち』連続放送

▼『おかのさんといっしょ』連続放送

▼『修羅がゆく』連続放送 ▼『鳳』連続放送

▼『鳳』連続放送

▼『八局麻雀』連続放送

▼『鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出』連続放送

▼『BLACK MAFIA ～絆～』連続放送

▼『虎狼の大義』連続放送

▼『あずぱち！』連続放送

▼『八局麻雀2』連続放送

▼『極道の教典』連続放送

▼『極道の紋章レジェンド』連続放送

▼『あずぱち！』連続放送

▼『BLACK MAFIA ～絆～』連続放送

▼『誘女、派遣します』連続放送

▼『八局麻雀2』連続放送

●V☆パラダイスの番組に関してのお問い合わせ

株式会社ヒューマックスコミュニケーションズ
TEL：03（3351）1450 （受付時間 10：00～17：00 土日祝を除く） http://www.vpara.com/mail@vpara.com

メールでのお問い合わせはコチラ V☆パラダイス

都合により番組を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
●7月11日（月）深夜1：00～7月12日（火）7：00は、メンテナンスのため放送を休止します。
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夏来唯 夏来先輩は調教がお好き
相談されても困るんですよ総集編2

消しゴム屋＞10:10消しゴム屋II
修羅のみち5 東北殺しの軍団
女ともだち #10
海賊王船長タックS2#20
どうにか貧乏家族 #148
鬼越トマホークの格闘スクランブル #1
ツキとスッポンぽん #372

#18＞20:00 #19
暴力列島2
やくざの女4
最強パチンカー銀玉銀子
覗かれた人妻 完全盗撮SP
吉野七宝実 磯自慢
社内恋愛 ゆれる女ごころ

花巻杏奈 花舞う頃に
CASINO
CASINO2
修羅のみち
海賊王船長タックS2#16
どうにか貧乏家族 #144
海賊王船長タックS9#21
ツキとスッポンぽん #368
八局麻雀2 #1
八局麻雀2 #2
この男たち、凶暴にて。
ミナミの帝王劇場版1 銭の一・二
社内恋愛 ゆれる女ごころ
平田梨奈 えろりーの誘惑
ピンク・レディ 女はそれを我慢…
不貞美人妻への制裁 飯岡かなこ
人妻調教 水野朝陽
相談されても困るんですよ総集編1

誘女、派遣します episode31
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage A卓
修羅のみち2 関西頂上決戦
凸凹戦隊ゼニゲバン #35
海賊王船長タックS2#17
どうにか貧乏家族 #145
パチスロキャノンボールS20#1
ツキとスッポンぽん #369

八局麻雀2 #3
八局麻雀2 #4（終）
この男たち、凶暴にて。
ミナミ劇場版2 銀次郎VS整理屋
義母たちの誘惑 禁断DELUXE
露出に目覚めた巨乳若妻 初美沙希
秦瑞穂 Lofty Dream
爆裂！パチンコエンジェル 復活…

消しゴム屋
麻雀最強戦2020
ファイナル 2nd Stage A卓
修羅のみち3 広島・四国全面戦争
番組案内
女ともだち #9
海賊王船長タックS2#18
どうにか貧乏家族 #146
海賊王船長タックS9#22
ツキとスッポンぽん #370

#14＞20:00 #15
極道の紋章レジェンド 第七章
ミナミの帝王劇場版3 愛人契約
妖艶くノ一伝 ～矢魔女篇～
南桃子 綺麗なお姉さん
やくざの女3
花巻杏奈 花舞う頃に

消しゴム屋II

絆＞9:30絆 完結編
修羅のみち4 北九州代理戦争
凸凹戦隊ゼニゲバン #36
海賊王船長タックS2#19
どうにか貧乏家族 #147
パチスロキャノンボールS20#2
ツキとスッポンぽん #371

#16＞20:00 #17
暴力列島
ミナミの帝王劇場版4 破産-乗っ取り
妖艶くノ一伝 ～蒼瞳篇～
桃 さ々や ととのいました
青春H 若きロッテちゃんの悩み
人妻禁断情交 谷原希美
人妻調教 橘優花
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月城まゆ 見つめあいながら
誘女、派遣します episode31
女子プロレスの輪 #52
海賊王船長タックS9#21
フィッシングマスター 釣神
海賊王船長タックS2#16
ツキとスッポンぽん #368

修羅がゆく10 北陸代理決戦
修羅がゆく11 名古屋頂上戦争
どうにか貧乏家族 #144
この男たち、凶暴にて。
BLACK MAFIA ～絆～
ピンク・レディ 女はそれを我慢…
妖女伝説セイレーンXXX 魔性の悦楽
さよなら家庭教師
社内恋愛 ゆれる女ごころ
戸塚こはる 君に夢中

西永彩奈 天使のイタズラ
相談されても困るんですよ総集編1
誘女、派遣します episode31
女子プロレスの輪 #53
パチスロキャノンボールS20#1
フィッシングマスター 釣神Ⅱ
インフォメーション
海賊王船長タックS2#17
パチマガギガウォーズDASH S8#6
ツキとスッポンぽん #369
麻雀最強戦2020
ファイナル 1st Stage B卓
どうにか貧乏家族 #145
この男たち、凶暴にて。第二幕
BLACK MAFIA ～絆～完結編
夫婦のカタチ 夫に覗かれて・・・
社内恋愛 ゆれる女ごころ
放送休止

遠藤いつき いつき先生の秘密
相談されても困るんですよ総集編2
誘女、派遣します episode32
女子プロレスの輪 #54
海賊王船長タックS9#22
消しゴム屋
海賊王船長タックS2#18
パチンコキャノンボールS16#1
ツキとスッポンぽん #370
麻雀最強戦2020 
ファイナル 2nd Stage B卓
どうにか貧乏家族 #146
極道の紋章レジェンド 第七章
極道の教典 第二章
やくざの女3
不倫は蜜の味＞1:20人妻の教え子
妖艶くノ一伝 ～矢魔女篇～
山田南実 北から南へ

森咲智美 Deep Session
相談されても困るんですよ総集編2
パチスロキャノンボールS20#2
消しゴム屋II
インフォメーション
海賊王船長タックS2#19
パチマガギガウォーズDASH S8#7
インフォメーション
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 A卓
どうにか貧乏家族 #147
暴力列島
日本やくざ抗争史 西成抗争
青春H 若きロッテちゃんの悩み
背徳の日々  官能小説家の妻
新・嬢王夜曲 野望と愛欲に…
妖艶くノ一伝 ～蒼瞳篇～
平田梨奈 えろりーの誘惑
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メイリ メイリとしたい8つのコト
男ともだち #7
BLACK MAFIA ～絆～
インフォメーション
海賊王船長タックS9#21
海賊王船長タックS2#16
インフォメーション

修羅がゆく12 北九州死闘篇
修羅がゆく13 完結篇
修羅のみち
女子プロレスの輪 #53
ミナミの帝王劇場版1 銭の一・二
連結部分は電車が揺れる 
森咲智美 Deep Session
社内恋愛 ゆれる女ごころ
妖女伝説セイレーンXXX 魔性の悦楽
さよなら家庭教師

おかのさんと…#5＞7:30#6

#13＞9:00 #14
男ともだち #8
BLACK MAFIA ～絆～完結編
スロキャノS20#1＞13：30タックS2#17
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage C卓
パチマガギガウォーズDASH S8#6
修羅のみち2 関西頂上決戦
女子プロレスの輪 #54
ミナミ劇場版2 銀次郎VS整理屋
ベルベット・キス 罠にはめた小悪魔
佐々木萌香 もえしゃんぷー
義母たちの誘惑 禁断DELUXE
夫婦のカタチ 夫に覗かれて・・・
人妻調教 水野朝陽
誘女、派遣します episode31

池尻愛梨 何がしりたいの？
インフォメーション
おかのさんといっしょ #8
あずぱち！#18
極道の教典 第二章
海賊王船長タックS9#22
海賊王船長タックS2#18
麻雀最強戦2020 ファイナル 決勝卓
パチンコキャノンボールS16#1
修羅のみち3 広島・四国全面戦争
女子プロレスの輪 #55
ミナミの帝王劇場版3 愛人契約
女子医療刑務所
吉野七宝実 磯自慢
妖艶くノ一伝 ～矢魔女篇～
不倫は蜜の味 夜まで待てない
人妻禁断情交 谷原希美
人妻調教 橘優花

秦瑞穂＞8:40ツキスポ#371
あずぱち！#19
日本やくざ抗争史 西成抗争
パチスロキャノンボールS20#2
海賊王船長タックS2#19
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 B卓
パチマガギガウォーズDASH S8#7
修羅のみち4 北九州代理戦争
女子プロレスの輪 #56
ミナミの帝王劇場版4 破産-乗っ取り
やくざの女4
凛々奏 桃尻国宝
妖艶くノ一伝 ～蒼瞳篇～
背徳の日々  官能小説家の妻
映像を撮られる美人若妻 飯岡かなこ
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池尻愛梨 何がしりたいの？
相談されても困るんですよ総集編1
誘女、派遣します episode31
ツキとスッポンぽん #368
どうにか貧乏家族 #144
修羅のみち
海賊王船長タックS9#21

鳳3 
鳳4
海賊王船長タックS2#16
ミナミの帝王劇場版1 銭の一・二
パチマガギガウォーズDASH S8#6
凸凹戦隊ゼニゲバン #35
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 A卓
連結部分は電車が揺れる
愛萌なの なのクリスタル

佐々木萌香 もえしゃんぷー
相談されても困るんですよ総集編1
おかのさんといっしょ #7
どうにか貧乏家族 #145
修羅のみち2 関西頂上決戦
凸凹戦隊ゼニゲバン #35
パチスロキャノンボールS20#1
麻雀最強戦2020 
ファイナル 1st Stage D卓
海賊王船長タックS2#17
ミナミ劇場版2 銀次郎VS整理屋
パチンコキャノンボールS16#1
女ともだち #9
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 B卓
ベルベット・キス 罠にはめた小悪魔
夫婦のカタチ 夫に覗かれて・・・
義母たちの誘惑 禁断DELUXE

吉野七宝実 磯自慢
ツキとスッポンぽん #370
どうにか貧乏家族 #146
修羅のみち3 広島・四国全面戦争
女ともだち #9
海賊王船長タックS9#22

八局#1＞16:30八局#2
海賊王船長タックS2#18
ミナミの帝王劇場版3 愛人契約
パチマガギガウォーズDASH S8#7
凸凹戦隊ゼニゲバン #36
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 決勝卓
女子医療刑務所
不倫は蜜の味 夜まで待てない
妖艶くノ一伝 ～矢魔女篇～
相談されても困るんですよ総集編2

朝比奈りる いけないHR
女子プロレスの輪 #55
どうにか貧乏家族 #147
ツキとスッポンぽん #371
修羅のみち4 北九州代理戦争
凸凹戦隊ゼニゲバン #36
パチスロキャノンボールS20#2
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 決勝卓
海賊王船長タックS2#19
ミナミの帝王劇場版4 破産-乗っ取り
パチンコキャノンボールS16#2
女ともだち #10

やくざの女3＞0:20やくざの女4
背徳の日々 ＞3:00桃 さ々や
映像を撮られる美人若妻 飯岡かなこ
人妻禁断情交 谷原希美
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平田梨奈 えろりーの誘惑
インフォメーション
誘女、派遣します episode31
パチマガギガウォーズDASH S8#6
この男たち、凶暴にて。
インフォメーション
どうにか貧乏家族 #144
凸凹戦隊ゼニゲバン#35
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 A卓
海賊王船長タックS9#21
BLACK MAFIA ～絆～
海賊王船長タックS2#17
どうにか貧乏家族 #145
朝比奈りる いけないHR
連結部分は電車が揺れる 
妖女伝説セイレーンXXX 魔性の悦楽
雫まり 新人Debut！

秦瑞穂＞8:40相談…総集編1
誘女、派遣します episode32
ツキとスッポンぽん #369
パチンコキャノンボールS16#1
この男たち、凶暴にて。第二幕
どうにか貧乏家族 #145
女ともだち #9
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 B卓
パチスロキャノンボールS20#1
BLACK MAFIA ～絆～完結編
海賊王船長タックS2#18
どうにか貧乏家族 #146
夏来唯 夏来先輩は調教がお好き
夫婦のカタチ 夫に覗かれて・・・
ベルベット・キス 罠にはめた小悪魔
メイリ メイリとしたい8つのコト
相談されても困るんですよ総集編1

南桃子 綺麗なお姉さん
インフォメーション
フィッシングマスター 釣神Ⅱ
パチマガギガウォーズDASH S8#7
極道の紋章レジェンド 第七章
インフォメーション
どうにか貧乏家族 #146
凸凹戦隊ゼニゲバン #36
麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 決勝卓
海賊王船長タックS9#22
極道の教典 第二章
海賊王船長タックS2#19
どうにか貧乏家族 #147
佐々木萌香 もえしゃんぷー
不倫は蜜の味 夜まで待てない
女子医療刑務所
雫まり 新人Debut！

森咲智美 Deep Session
相談されても困るんですよ総集編2
誘女、派遣します episode32
パチンコキャノンボールS16#2
暴力列島
どうにか貧乏家族 #147
女ともだち #10

八局麻雀2#3＞16:30八局麻雀2#4（終）
パチスロキャノンボールS20#2
日本やくざ抗争史 西成抗争
海賊王船長タックS2#20
どうにか貧乏家族 #148
凛々奏＞1:00背徳の日々
やくざの女4
妖艶くノ一伝 ～蒼瞳篇～
人妻調教 橘優花
相談されても困るんですよ総集編2
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戸塚こはる 君に夢中
フィッシングマスター 釣神
海賊王船長タックS2#16
ミナミ劇場版2 銀次郎VS整理屋
どうにか貧乏家族 #144
極道の教典 第一章
破門
織田同志会 織田征仁 第八章
誘女、派遣します episode31
尾形スタジアム2022-23 #1
尾形スタジアム2022-23 #2
ツキとスッポンぽん #368
男ともだち #7
海賊王船長タックS9#21
ザ・娼年倶楽部3 
青春H 若きロッテちゃんの悩み
デス・スロット 死の罰ゲーム
妖艶くノ一伝 ～紫雨篇～

森咲智美 Deep Session
相談されても困るんですよ総集編1
海賊王船長タックS2#17
ミナミの帝王劇場版1 銭の一・二
パチマガギガウォーズDASH S8#6
どうにか貧乏家族 #145
修羅のみち
代紋の墓場8
凸凹戦隊ゼニゲバン #35
虎狼の大義
おかのさんといっしょ #7
ツキスポ#369＞22:00男ともだち#8
パチスロキャノンボールS20#1
連結部分は電車が揺れる 
さよなら家庭教師
遠藤いつき いつき先生の秘密
露出に目覚めた巨乳若妻 初美沙希
不貞美人妻への制裁 飯岡かなこ

朝比奈りる＞8：50タックS2#18
ミナミ劇場版2 銀次郎VS整理屋
パチンコキャノンボールS16#1
どうにか貧乏家族 #146
修羅のみち2 関西頂上決戦
極道の紋章レジェンド 第六章
女ともだち #9
虎狼の大義2
おかのさんといっしょ #8
ツキとスッポンぽん #370
あずぱち！#18
海賊王船長タックS9#22
恋の豚 ～むっちり濡らして～
ベルベット・キス 罠にはめた小悪魔
愛萌なの なのクリスタル
人妻禁断情交 谷原希美
人妻調教 橘優花
相談されても困るんですよ総集編1

佐々木萌香 もえしゃんぷー
相談されても困るんですよ総集編2
誘女、派遣します episode32
海賊王船長タックS2#19
ミナミの帝王劇場版3 愛人契約
パチマガギガウォーズDASH S8#7
どうにか貧乏家族 #147
修羅のみち3 広島・四国全面戦争
極道の教典 第一章
凸凹戦隊ゼニゲバン #36
修羅の世界
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#15
ツキとスッポンぽん #371
あずぱち！#19
パチスロキャノンボールS20#2
人妻の教え子 ふしだらな裏切り
女子医療刑務所
夏来唯＞4:40花巻杏奈

桃 さ々や ととのいました
誘女、派遣します episode32
海賊王船長タックS2#20
ミナミの帝王劇場版4 破産-乗っ取り
パチンコキャノンボールS16#2
どうにか貧乏家族 #148
修羅のみち4 北九州代理戦争
修羅の世界
女ともだち #10
日本統一49
鬼越トマホークの格闘スクランブル #1
ツキとスッポンぽん #372
誘女、派遣します episode32
やくざの女3
新・嬢王夜曲 野望と愛欲に…
映像を撮られる美人若妻 飯岡かなこ
吉野七宝実 磯自慢
凛々奏 桃尻国宝

6:00
8:30

9:30

13:00

15:00
16:30
17:00
18:00
19:30
21:00
22:30
23:50
1:20
2:50
4:20

6:00

9:30

10:30
12:00
14:00
15:00
16:30
17:30
18:30
20:00
21:30
23:00
0:30
1:50
3:00
4:20

6:00

8:30

9:30
13:00
14:00
15:30
16:30

17:30
20:30
22:00
23:20
0:40
3:40
5:10
5:40

6:00

8:30

9:30
13:00
14:00
15:30
16:30

17:30
19:00
20:30
22:00
23:20
0:50
2:10
3:40

6:00
8:30
9:30
11:00
13:00
14:30
15:30
16:00

17:00
18:30
20:10
21:40
23:10
0:30
1:50
3:10
4:20

麻雀最強戦2020 ファイナル 決勝卓
女子プロレスの輪 #52

代紋の墓場7＞11：00代紋の墓場8

#6＞14:00 #7

#5＞15:30 #6
ツキとスッポンぽん #368
尾形スタジアム2022-23 #2
修羅の世界
日本統一49
青春H 若きロッテちゃんの悩み
新・嬢王夜曲 野望と愛欲に…
デス・スロット 死の罰ゲーム
ザ・娼年倶楽部3 
魔性の女
山田南実 北から南へ

麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 A卓
女子プロレスの輪 #53

鳳3 
鳳4
パチマガギガウォーズDASH S8#6
男ともだち #8
凸凹戦隊ゼニゲバン #35
ツキとスッポンぽん #369
日本統一49
修羅の世界
代紋の墓場8
連結部分は電車が揺れる
妖女伝説セイレーンXXX 魔性の悦楽
社内恋愛 ゆれる女ごころ
さよなら家庭教師
ピンク・レディ 女はそれを我慢…

麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 B卓
女子プロレスの輪 #54

絆＞11:00絆 完結編
パチンコキャノンボールS16#1
あずぱち！#18
女ともだち #9
ツキとスッポンぽん #370

虎狼の大義＞19:00虎狼の大義2
極道の教典 第一章
ベルベット・キス 罠にはめた小悪魔
夫婦のカタチ 夫に覗かれて・・・
義母たちの誘惑＞2：20恋の豚
爆裂！パチンコエンジェル 復活…
映像を撮られる美人若妻 飯岡かなこ
相談されても困るんですよ総集編2

麻雀最強戦2021男子プロ
因縁の血闘 決勝卓
女子プロレスの輪 #55

第一章＞11:00 第二章
パチマガギガウォーズDASH S8#7
あずぱち！#19
凸凹戦隊ゼニゲバン #36
ツキとスッポンぽん #371

極道の紋章レジェンド 第六章
極道の紋章レジェンド 第七章
日本統一49
女子医療刑務所
不倫は蜜の味 夜まで待てない
妖艶くノ一伝 ～矢魔女篇～
人妻の教え子 ふしだらな裏切り
西永彩奈 天使のイタズラ

南桃子＞8:00女子プロの輪#56
誘女、派遣します episode32
代紋の墓場8
日本やくざ抗争史 西成抗争
パチンコキャノンボールS16#2
女ともだち #10
ツキとスッポンぽん #372
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#15

劇場版1 銭の一・二
劇場版2 銀次郎VS整理屋
劇場版3 愛人契約
劇場版4 破産-乗っ取り
やくざの女4
背徳の日々  官能小説家の妻
妖艶くノ一伝 ～蒼瞳篇～
かまきり婦人 303号室の秘密
青春H 若きロッテちゃんの悩み

2008年 84分 7/4(月) 21：00～他
【出演】遠藤憲一 曽根悠多 渋谷琴乃 哀川翔

BLACK MAFIA ～絆～ 

遠藤憲一と哀川翔の最強コンビ共演で贈る任侠アクションシリーズ。
龍田組若頭の功一は、生き別れになっていた弟の孝之と20年ぶりの
再会を果たす。しかし、龍田組が捌いたと噂の覚醒剤が、孝之の勤務
する中学に蔓延していたことがわかり、兄弟の心はすれ違っていく…。
※７月は『BLACK MAFIA ～絆～完結編』もあわせて放送！

©2008 GPミュージアムソフト

●断つことの出来ない絆を描く任侠ドラマ

2022年 22分 TV初 7/8(金) 21：00～
【出演】岡野陽一　【ゲスト】ヒコロヒー他

おかのさんといっしょ ＃7

今回は岡野とは旧知の仲である大ブレイク中の女ピン芸人・ヒ
コロヒーが登場。
借金から学ぶ人生の教訓を伝えていく。
ミニコーナーはR-1グランプリ王者のお見送り芸人・しんいち
や、人気お笑いコンビ・ママタルトの大鶴肥満も出演。

©V☆パラダイス

●異色の教養バラエティ

7
July



INDEX 2021.7 ※今月放送する作品のジャンル別50音順リストです。

バラエティ

Vシネ・映画 任侠・アクション・ギャンブル

Vシネ・映画 ドラマ系、ミニシアター系

パチンコ・パチスロ

やくざ だいもん

やくざ だいもん

鳳3 2010年 76分
【初回】6㊌15:00【再】9【監】辻裕之【出】小沢仁志 山口祥行 小沢和義 加納竜

鳳4 2010年 72分
【初回】6㊌16:30【再】9【監】辻裕之【出】小沢仁志 山口祥行 小沢和義 加納竜

織田同志会 織田征仁 第八章 2021年 77分
【初回】1㊎18:30【監】藤原健一【出】的場浩司 萩野崇 青木玄徳 佐藤藍子 火野正平

CASINO 2007年 90分
【初回】3㊐7:50【監】辻裕之【出】塩谷瞬 ほしのあき 杉本彩 寺島進 遠藤憲一

CASINO2 2008年 86分
【初回】3㊐9:30【監】辻裕之【出】塩谷瞬 ほしのあき 宮川大輔 寺島進 遠藤憲一

消しゴム屋 2007年 85分
【初回】17㊐6:00【再】18･31【監】金澤克次【出】城咲仁 小沢真珠 矢部美穂 佐藤蛾次郎

消しゴム屋II 2008年 80分
【初回】24㊐6:00【再】25･31【監】金澤克次【出】城咲仁 小沢真珠 矢部美穂 佐藤蛾次郎

極道の教典 第一章 2014年 71分
【初回】1㊎15:00【再】16･22･23【監】片岡修二【出】白竜 岡崎二朗 水元秀二郎 保阪尚希

極道の教典 第二章 2014年 68分
【初回】18㊊21:00【再】19･21･23【監】片岡修二【出】白竜 田竜河 岡崎二朗 保阪尚希

無口で癲癇もちの、ある男。その男は絡んで来た輩2人をバラしてしまっ
た模様。警察、組がメンツを懸けて追い詰める。しかし、ブチ切れた男は
街に血の雨を降らせ続けるのだった・・・。

この男たち、凶暴にて。
2011年 67分 
【監】OZAWA【出】小沢仁志 中野英雄 山口祥行 本宮泰風
【初回】3㊐21:00【再】4･7

この男たち、凶暴にて。 第二幕 2011年 71分
【初回】10㊐21:00【再】11･14【監】OZAWA【出】小沢仁志 山口祥行 鈴木みのる 本宮泰風

虎狼の大義 2013年 71分
【初回】8㊎19:30【再】16【監】浅生マサヒロ【出】竹内力 今井雅之 諏訪太朗 川村亜紀

虎狼の大義2 2014年 76分
【初回】15㊎19:30【再】16【監】浅生マサヒロ【出】竹内力 今井雅之 諏訪太朗 川村亜紀

修羅がゆく10 北陸代理決戦 1999年 98分
【初回】4㊊14:40【監】小澤啓一【出】哀川翔 鶴見辰吾 大和武士 名高達男

修羅がゆく11 名古屋頂上戦争 2000年 99分
【初回】4㊊16:20【監】小澤啓一【出】哀川翔 大和武士 力也 萩原流行

修羅がゆく12 北九州死闘篇 2000年 94分
【初回】5㊋14:20【監】小澤啓一【出】哀川翔 中野英雄 西川峰子 天宮良

修羅がゆく13 完結篇 2000年 104分
【初回】5㊋16:00【監】小澤啓一【出】哀川翔 大和武士 渡辺裕之 力也

修羅の世界 2021年 72分
【初回】2㊏18:00【再】9･22･29【監】藤原健一【出】的場浩司 榊原徹士 小沢和義 渡辺裕之

関西山王組若頭・黒田組組長の罠に嵌められ、危機に陥った兄弟分・
友成を、関東共住会本部長補佐大神組若頭・吉田が助けたことで、関
東と関西の戦争勃発の気運が一気に高まるのだった・・・。

修羅のみち
2001年 115分 
【監】小澤啓一【出】哀川翔 丹波哲郎 夏八木勲 松方弘樹
【初回】3㊐11:30【再】5･6･8

修羅のみち2 関西頂上決戦 2002年 113分
【初回】10㊐10:30【再】12･13･15【監】小澤啓一【出】哀川翔 松方弘樹 細川たかし 内田裕也

修羅のみち3 広島・四国全面戦争 2002年 95分
【初回】17㊐11:40【再】19･20･22【監】小澤啓一【出】哀川翔 松方弘樹 萩原流行 今井雅之

修羅のみち4 北九州代理戦争 2002年 99分
【初回】24㊐11:30【再】26･27･29【監】小澤啓一【出】哀川翔 松方弘樹 長谷川初範 大和武士

修羅のみち5 東北殺しの軍団 2002年 102分
【初回】31㊐12:10【監】小澤啓一【出】哀川翔 松方弘樹 菅田俊

代紋の墓場7 2016年 76分
【初回】2㊏9:30【監】辻裕之【出】木村一八 野口雅弘 武蔵拳 白竜

代紋の墓場8 2016年 88分
【初回】2㊏11:00【再】8･9･30【監】辻裕之【出】木村一八 野口雅弘 武蔵拳 白竜

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版1 銭の一・二 1993年 85分
【初回】3㊐22:30【再】5･6･8･30【監】萩庭貞明【出】竹内力 大森嘉之 竹井みどり 太平サブロー 西川のりお

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版2 銀次郎VS整理屋 1993年 92分
【初回】1㊎11:50【再】10･12･13･15･30【監】萩庭貞明【出】竹内力 大森嘉之 竹井みどり 柳沢慎吾

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版3 愛人契約 1994年 80分
【初回】17㊐22:30【再】19･20･22･30【監】西村昭五郎【出】竹内力 大森嘉之 可愛かずみ 結城哲也

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版4 破産-乗っ取り 1994年 80分
【初回】24㊐22:30【再】26･27･29･30【監】西村昭五郎【出】竹内力 大森嘉之 可愛かずみ 丹古母鬼馬二 

日本統一49 2021年 71分
【初回】2㊏19:30【再】9･23･29【監】辻裕之【出】本宮泰風 山口祥行 寺田農 小沢仁志

飛桜会々長・吉町は昭和30年代に会長・谷山のもとで博徒として、男と
して修行していた。吉町は着 と々任侠道を邁進して行った。そんなある
日、飛桜会の賭博場に音松小次郎という男が現れる。

日本やくざ抗争史 ～西成抗争～
2014年 73分 
【監】浅生マサヒロ【出】原田龍二 水元秀二郎 白竜
【初回】25㊊21:00【再】26･28･30

破門 2010年 75分
【初回】1㊎16:30【監】浅生マサヒロ【出】小沢仁志 山口祥行 小沢和義 川地民夫

フィッシングマスター 釣神 2001年 73分
【初回】1㊎8:50【再】4【監】服部光則【出】本宮泰風 嘉門洋子 チュー・ヤン ミッキー・カーチス

フィッシングマスター 釣神II 2001年 65分
【監】大月栄治【出】本宮泰風 嘉門洋子 チュー・ヤン ミッキー・カーチス 【初回】11㊊11:00【再】21

BLACK MAFIA ～絆～ 2008年 84分
【監】金澤克次【出】遠藤憲一 曽根悠多 渋谷琴乃 哀川翔 【初回】4㊊21:00【再】5･7･16･24

BLACK MAFIA ～絆～完結編 2008年 87分
【監】金澤克次【出】遠藤憲一 曽根悠多 渋谷琴乃 哀川翔 【初回】11㊊21:00【再】12･14･16･24

4年間の刑期を終えた高寅組若頭・菊池は、組の豹変ぶりに驚愕する。
菊池を嵌め、敵対する双葉会と裏で通じている樋口が若頭に抜擢さ
れ、信頼していた腹心・島村は菊池の妻と駆け落ちしていた。

暴力列島
2013年 80分 
【監】渋谷正一【出】今井雅之 山口祥行 本宮泰風 小沢仁志
【初回】24㊐21:00【再】25･28

暴力列島2 2013年 81分
【監】渋谷正一【出】今井雅之 山口祥行 本宮泰風 小沢仁志 【初回】31㊐21:00

極道の紋章レジェンド 第六章 2021年 70分
【監】片岡修二【出】白竜 松田一三 小沢和義 本宮泰風 【初回】15㊎16:30【再】23

極道の紋章レジェンド 第七章 2022年 70分 TV初放送
【監】片岡修二【出】白竜 松田一三 小沢和義 本宮泰風 【初回】17㊐21:00【再】18･21･23

青春H 若きロッテちゃんの悩み 2010年 78分
【初回】1㊎深夜1:30【再】2･24･25･30【監】いまおかしんじ【出】辰巳ゆい 川上洋一郎 ちひろ

爆裂！パチンコエンジェル 復活へのリベンジバトル！ 2014年 82分
【初回】10㊐深夜4:30【再】16【監】相羽誠聡【出】香西咲 北条佳奈 川又シュウキ

ピンク・レディ 女はそれを我慢できないッ 2012年 75分
【初回】3㊐深夜3:10【再】4･9【監】上野貴弘【出】矢部美穂 さがね正裕 和希さやか ビートきよし

サラリーマン・新田は謎の男に兄の借金の保証人なのだと告げられ、借
金を背負うことに。男は「ある人物の友達になれば借金を凍結する」と
持ちかけるが、そこにいたのは幼さの残る少女だった。

ベルベット・キス 罠にはめた小悪魔
2012年 72分 
【監】小南敏也【出】佳苗るか 村田宏一郎 時任亜弓
【初回】12㊋22:40【再】13･14･15･16

やくざの女3 2015年 71分
【初回】17㊐深夜3:20【再】18･27･29【監】貝原クリス亮【出】吉沢明歩 成田愛 石川ゆうや

やくざの女4 2015年 71分
【初回】26㊋22:30【再】27･28･30･31【監】貝原クリス亮【出】吉沢明歩 石川ゆうや

夫に失望し、離婚の二文字がチラつく主婦・川島良子。専業主婦だった
良子は思い切ってパートに出る。そこで俳優の卵くんと仲良くなる。そ
れを不審に思った夫は妻の携帯をチェックしていて・・・。

連結部分は電車が揺れる 妻の顔にもどれない
2013年 83分 
【監】内田春菊【出】小松みゆき 内田春菊 河相我聞 田山涼成
【初回】5㊋22:30【再】6･7･8･9

尾形スタジアム2022-23 ＃1&#2 2022年 各回25分 TV初放送
【放送日】1㊎20:30 他尾形貴弘（パンサー）【ゲスト】橋本直（銀シャリ） ひるちゃん（インポッシブル） 他

おかのさんといっしょ ＃5～＃8 2022年 各回22分 TV初放送
【放送日】2㊏15:00 他【出】岡野陽一 【ゲスト】クロちゃん（安田大サーカス） Yes!アキト にたりひょん吉 他

鬼越トマホークが格闘技を愛するゲストからKO覚悟で本音と金言を
聞き出すトークバラエティ！記念すべき第1話は日本格闘技界の総大
将・青木真也が登場。どこまで本音を聞き出せるのか？

鬼越トマホークの格闘スクランブル ＃1
2022年 25分 TV初放送
【出】鬼越トマホーク【ゲスト】青木真也
【初回】29㊎21:00 【再】31

人気芸人・鬼奴とRGがMCを務める音楽バラエティ。2人が営む歌謡
スナック「想ひ出」は、お客様が想い出の歌を語り、ともに熱唱できる噂
のお店。＃15のゲストはおいでやす小田！

鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出 ＃13～＃15
2022年 各回25分 TV初放送
【ゲスト】#13&#14：大悟（千鳥）#15:おいでやす小田
【放送日】12㊋8:30 他 

木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ！総集編vol．1&2 2019年 各回19分
【放送日】3㊐深夜5:40 他【出】木村魚拓 沖ヒカル【ゲスト】亀田大毅 加藤紗里 川原ひろし 森下悠里 他

誘女、派遣します episode31&32 2018年 各回25分
【放送日】1㊎20:00 他【出】艶堂しほり

あずぱち！～吾妻橋ぱちプロダクション外伝～ ＃14～＃19
2022年 各回38分 TV初放送
【出】木村魚拓 沖ヒカル 青山りょう 岡野陽一
【放送日】17㊐19:00 他

男ともだち #6～#8 2021年 各回55分
【放送日】2㊏13:00 他【出】木村魚拓 松本バッチ【ゲスト】大崎一万発 他

女ともだち #9＆#10
2022年 各回55分 TV初放送
【出】木村魚拓 松本バッチ【ゲスト】森本レオ子
【放送日】隔週㊌22:00 他

海賊王船長タック season．2 #16～#20 2014年 各回58分
【放送日】毎週㊍21:00 他【出】木村魚拓 青山りょう 麗奈 ちょび

海賊王船長タック season．9 #21&#22 2022年 各回58分
【放送日】隔週㊎23:00 他【出】木村魚拓 青山りょう 麗奈 ちょび

カジノ

カジノ



セクシーナイト

プロレス

グラビア・アイドル

森咲智美 佐々木萌香 吉野七宝実 平田梨奈

夏来唯 秦瑞穂 南桃子 桃々さや

麻 雀

2016年 各回85分終

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #368～#372
【放送日】毎週㊎21:30 他【出】木村魚拓 成瀬心美

2021年 各回29分

凸凹戦隊ゼニゲバン #35&#36
【放送日】隔週㊌22:00 他【出】青山りょう マリブ鈴木 亜城木仁

2021年 各回55分

どうにか貧乏家族 #144～#148
【放送日】毎週㊍22:00 他【出】木村魚拓 伊藤真一 くり 山田桃太郎

2021年 各回58分

パチスロキャノンボール season20 #1＆#2
【放送日】隔週㊎23:00 他【出】出演者未定【実況】木村魚拓 伊藤真一

2022年 各回55分 TV初放送

パチマガギガウォーズDASHシーズン8 #6＆#7
【放送日】隔週㊌21:00 他【出】ドテチン 助六 優希 七之助 山ちゃんボンバー りんか隊長 パンダ

2022年 各回58分

パチンコキャノンボール season16 #1＆#2
【放送日】隔週㊌21:00 他【出】出演者未定【実況】木村魚拓 マリブ鈴木

2022年 各回55分 TV初放送

近代麻雀presents  麻雀最強戦2020 ファイナル 1st Stage A卓･B卓･C卓･D卓
【放送日】10㊐7:00 他【雀士】堀江貴文 黒沢咲 本田朋広 岡田紗佳 他

近代麻雀presents  麻雀最強戦2020 ファイナル 2nd Stage A卓･B卓
【放送日】17㊐8:00 他【雀士】多井隆晴 近藤誠一 本田朋広 新津潔 他

近代麻雀presents 麻雀最強戦2020 ファイナル 決勝卓
【放送日】2㊏6:00 他【雀士】A卓 B卓勝者 他

【放送日】6㊌23:00 他

近代麻雀presents 麻雀最強戦2021
男子プロ因縁の血闘 A卓･B卓･決勝卓
【雀士】朝倉康心 滝沢和典 井出洋介 新津潔 他

八局麻雀2 #1～#4
【放送日】3㊐18:00 他【雀士】沖ヒカル 木原浩勝 山脇千文美 他

【放送日】毎週㊋20:30 他
現役女子プロレスラーが自らの試合を振り返るプロレストークバラエ
ティ。人気女子プロレスラーが、ターニングポイントや心境を実況とイン
タビューを交え振り返る、女子プロレス応援番組！

女子プロレスの輪 ＃52～＃56
2022年 各回25分 TV初放送
【出】#52&#53:中島安里紗 #54～56:安納サオリ

朝比奈りる いけないHR 2022年 124分 TV初放送
【初回】7㊍23:00【再】15･27

池尻愛梨 何がしりたいの？ 2022年 121分
【初回】6㊌6:00【再】19

遠藤いつき いつき先生の秘密 2022年 130分
【初回】8㊎深夜2:50【再】18

佐々木萌香 もえしゃんぷー 2022年 113分 TV初放送
【初回】12㊋深夜0:00【再】13･21･22

雫まり 新人Debut！ 2022年 118分
【初回】7㊍深夜4:00【再】21

月城まゆ 見つめあいながら 2022年 116分
【初回】4㊊6:00

戸塚こはる 君に夢中 2022年 128分
【初回】1㊎6:00【再】4

夏来唯 夏来先輩は調教がお好き 2022年 107分 TV初放送
【初回】14㊍23:00【再】22･31

西永彩奈 天使のイタズラ 2022年 130分
【初回】11㊊6:00【再】23

秦瑞穂 Lofty Dream 2022年 122分 TV初放送
【初回】10㊐深夜2:20【再】14･26

花巻杏奈 花舞う頃に 2022年 71分
【初回】3㊐6:00【再】17･22

平田梨奈 えろりーの誘惑 2022年 115分 TV初放送
【初回】3㊐深夜1:10【再】7･25

愛萌なの なのクリスタル 2022年 118分
【初回】6㊌深夜4:00【再】15

南桃子 綺麗なお姉さん 2022年 118分 TV初放送
【初回】17㊐深夜1:20【再】21･30

メイリ メイリとしたい8つのコト 2022年 130分
【初回】5㊋6:00【再】14

2022年 115分 TV初放送
【初回】24㊐深夜1:20【再】27･29

桃々さや ととのいました
2022年 122分 TV初放送

【初回】5㊋深夜0:00【再】8･25･28
森咲智美 Deep Session

2022年 100分
【初回】2㊏深夜4:20【再】18

山田南実 北から南へ
2022年 128分 TV初放送

【初回】19㊋23:50【再】20･29･31
吉野七宝実 磯自慢

2022年 118分 TV初放送
【初回】26㊋23:50【再】28･29

凛々奏 桃尻国宝

映像を撮られる美人若妻 飯岡かなこ 2015年 26分
【初回】16㊏深夜5:10【再】26･27･29【監】貞邪我【出】飯岡かなこ

かまきり婦人 303号室の秘密 2013年 70分
【初回】30㊏深夜3:10【監】山内大輔【出】寺崎泉 永井智美 篠田あさみ 佐藤良洋

義母たちの誘惑 禁断DELUXE 2018年 90分
【初回】10㊐深夜0:10【再】11･12･13･16【監】蒲原生人【出】艶堂しほり 浅井舞香 山口智美

恋の豚 ～むっちり濡らして～ 2018年 71分
【初回】15㊎深夜0:00【再】16【監】城定秀夫【出】百合華 三苫うみ 並木塔子

最強パチンカー銀玉銀子 2012年 74分
【初回】31㊐23:50【監】奥渉【出】大槻ひびき 礒田泰輝 吉田秀幸 ホリケン。

ザ・娼年倶楽部3 美女が蕩ける竿師の無限快感奥義 2021年 74分
【初回】1㊎深夜0:00【再】2【監】貝原クリス亮【出】架乃ゆら 並木塔子

さよなら家庭教師 2019年 77分
【初回】4㊊深夜1:20【再】5･8･9【監】カワノゴウシ【出】戸田真琴

2015年 64分 

【初回】3㊐深夜0:00【再】4･5･9･11･31
OLの亜美は30歳を目前に、少しナーバスになっていた。社内に3歳年
下の恋人・圭一はいるが、プロポーズされる気配もない。落ち込んでい
る亜美に上司の桜庭が声をかける・・・。

社内恋愛 ゆれる女ごころ

【監】榎本敏郎【出】希崎ジェシカ 琴乃

2015年 75分 

【初回】19㊋22:30【再】20･21･22･23
女子医療刑務所に収監された美乃里。傷害致死の罪で収監された美
乃里だが、実は、2年前にこの刑務所に収監されていた妹・真奈美の謎
の自殺を探るべくわざと入りこんだのだった。

女子医療刑務所

【監】柿原利幸【出】西野翔 椎名茉莉 森羅万象

新・嬢王夜曲 野望と愛欲に踊るキャバ嬢たち 2021年 73分
【初回】2㊏22:30【再】25･29【監】山内大輔【出】希島あいり 逢見リカ

デス・スロット 死の罰ゲーム 2012年 74分
【初回】1㊎深夜3:00【再】2【監】奥渉【出】小林さや 三塚瞬

覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル 2017年 90分
【初回】31㊐深夜1:10【監】山上カヲル 蒲原生人【出】有村千佳 七咲楓花 野中あんり 堀口奈津美

2011年 78分 

【初回】25㊊深夜0:00【再】26･27･28･30
美貌の生け花アーティスト・加納美紗は、作家である夫・修二との冷え
切った関係に淋しさを感じていた。一方、修二の前には彼のファンだと
いう編集者・高桐葉子が現れる・・・。

背徳の日  々官能小説家の妻

【監】坂本太【出】艶堂しほり 早見るり 竹本泰志

人妻禁断情交 谷原希美 2015年 26分
【初回】15㊎深夜4:40【再】19･24･27【監】貞邪我【出】谷原希美

人妻調教 橘優花 2015年 26分
【初回】15㊎深夜5:10【再】19･24･28【監】薄刃紫翠／なぎら健造【出】橘優花

人妻調教 水野朝陽 2015年 26分
【初回】3㊐深夜5:10【再】12【監】薄刃紫翠【出】水野朝陽

人妻の教え子 ふしだらな裏切り 2019年 81分
【初回】18㊊深夜1:20【再】22･23【監】髙原秀和【出】小倉由菜 並木塔子 涼南佳奈

2019年 75分 

【初回】11㊊22:30【再】12･13･14･16
新人漫画家の小崎愛は、エロ漫画を描くための取材で、ある夫婦から
話を聞くことになる。夫のタモツはAV監督で淫乱な妻・カオリに恋をし
てしまった苦悩を語り出すが・・・。

夫婦のカタチ 夫に覗かれて・・・

【監】谷口恒平【出】横山夏希 霧島さくら 永瀬愛菜

不貞美人妻への制裁 飯岡かなこ 2015年 26分
【初回】3㊐深夜4:40【再】8【監】薄刃紫翠【出】飯岡かなこ

不倫は蜜の味 ～夜まで待てない～ 2019年 87分
【初回】18㊊23:50【再】19･20･21･23【監】竹洞哲也【出】川上奈々美 相澤ゆりな 川崎紀里恵

魔性の女 2012年 84分
【初回】2㊏深夜2:50【監】神野太【出】範田紗  々石井明日香 宮間梨佳 井上真一

妖艶くノ一伝 ～蒼瞳篇～ 2007年 72分
【初回】24㊐深夜0:00【再】25･26･28･30【監】加藤義一【出】二宮沙樹 佐々木基子 山口真里

妖艶くノ一伝 ～紫雨篇～ 2006年 76分
【初回】1㊎深夜4:30【監】加藤義一【出】松島かえで 鈴木ひろみ 山口真里 風間今日子

妖艶くノ一伝 ～矢魔女篇～ 2007年 76分
【初回】17㊐深夜0:00【再】18･19･20･23【監】加藤義一【出】倖田梨紗 神田ねおん 夏井亜美

妖女伝説セイレーンXXX ～魔性の悦楽～ 2010年 69分
【初回】4㊊深夜0:00【再】5･7･9【監】芦塚慎太郎【出】まりか 櫻井ゆうこ 西本竜樹

露出に目覚めた巨乳若妻 初美沙希 2015年 26分
【初回】8㊎深夜5:00【再】10･12【監】薄刃紫翠【出】初美沙希

あおめ

むらさめ

やまめ




