
視聴料金　 770円 (税込 )/月

2,923円 (税込 )/月新・邦画ドラマセットHDスカパー! プレミアムサービス ch.635
お申し込みはスカパー! カスタムセンター(総合窓口)

0120-039-888
お電話をいただく前に、有料放送契約約款 (h t tps : / /www.skype r f ec t v . co . j p / t op / l ega l / yakkan / ) とプライバシーポリシー (h t tps : / /www.skype r f ec t v . co . j p /p r i v acypo l i c y / ) の内容をご確認いただき、同意のうえご連絡ください。

スカパー! 公式サイト「プレミアムサービス」までWEBなら
2 4 時 間

受付時間　1 0:00～20:00(年中無休)　
※番号はお間違えのないように
  お願いいたします。
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▼『難波金融伝 ミナミの帝王』連続放送

▼『極道の教典』連続放送

▼『八局麻雀4』連続放送

▼『八局麻雀4』連続放送

▼『あずぱち！』連続放送

▼『おかのさんといっしょ』連続放送

▼『修羅のみち』連続放送

▼『妖美伝奇 新説牡丹灯籠』連続放送

▼『修羅のみち』連続放送

▼『八局麻雀4』連続放送

▼『おかのさんといっしょ』連続放送

▼『実録・銀座警察』連続放送

▼『極道の紋章レジェンド』連続放送

▼『誘女、派遣します』連続放送

▼『おかのさんといっしょ』連続放送

▼『あずぱち！』連続放送

▼『やくざの女』連続放送

▼『日本やくざ抗争史』連続放送

▼『あずぱち！』連続放送

▼『新まるごし刑事！』連続放送

▼『実録・銀座警察』連続放送

▼『八局麻雀4』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） https://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
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篠見星奈 少女の祈り
海賊王船長タックS2#25
相談されても困るんですよ総集編5
闇金の帝王 銀と金4 地獄の裏麻雀
ミナミの帝王 劇場版6 偽装結婚
どうにか貧乏家族 #153
修羅のみち9 －北九州烈死篇－
修羅の世界2
誘女、派遣します episode35
日本やくざ抗争史 ～西成抗争～
MEGAパチ #2
ツキとスッポンぽん #377
あずぱち！ #20
海賊王船長タックS10#1
背徳の日々  官能小説家の妻
青春H2 花つみ
トロたん 快楽の扉
映像を撮られる美人若妻 飯岡かなこ

凛咲子 恋のリズム
おかのさんといっしょ #12
海賊王船長タックS2#26（終）
MEGAパチ #2
ツキとスッポンぽん #377
ミナミの帝王 劇場版5 甘い罠
どうにか貧乏家族 #154
修羅のみち10 －九州全面戦争－
修羅よ さらば
凸凹戦隊ゼニゲバン #39
極道の姐
MEGAパチ ♯3
ツキとスッポンぽん #378
男ともだち #11
パチスロキャノンボールS20#5
花芯＞1:40ごくつまの恋
彼方美紅 愛の彼方
昭和悲哀物語 川上ゆう

西田麻衣＞8:30誘女epi35
相談されても困るんですよ総集編6
海賊王船長タックS3#1
パチンコキャノンボールS16#5
ミナミの帝王 劇場版6 偽装結婚
どうにか貧乏家族 #155
修羅のみち11 四国最終戦争
リベンジ ～血の報復～
女ともだち #13
不良の神様～瑠璃の鳴く頃に～
誘女、派遣します episode36
ツキとスッポンぽん #379
あずぱち！ #22
海賊王船長タックS10#2
巨乳ライター 密着マル秘レポート
海底悲歌＞2:50虎遥すみれ
貞操崩壊 結城みさ
人妻禁断情交 北条麻妃

高槻実穂 いたずらしないで
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#16
鬼越トマホークの格闘スクランブル#3
海賊王船長タックS3#2
MEGAパチ ♯3
ミナミの帝王 劇場版7 先物取引の蟻地獄
どうにか貧乏家族 #156
修羅のみち12 完結篇
極道の紋章レジェンド 第八章
凸凹戦隊ゼニゲバン #40
修羅の世界2
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#17
ツキとスッポンぽん #380
男ともだち #12
パチスロキャノンボールS20#6（終）
性感クリニック 女医・凛子
やくざの女6
永瀬永茉＞5:20貞操崩壊 

みうららら Luxury
海賊王船長タックS3#3
パチンコキャノンボールS16#6（終）
ミナミの帝王 劇場版8 詐欺師の運命
どうにか貧乏家族 #157
女子プロレスの輪 #65（終）
修羅の抗争-極道はクリスチャン-
彷徨う侠たち
インフォメーション
女ともだち #14
日本統一50
ツキとスッポンぽん #381
あずぱち！ #23
青春H2 半分処女とゼロ男
未梨一花 みりベスト
愛萌なの なのグラビティ
貞操崩壊 結城みさ
誘女、派遣します episode36
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乃木結夢 あまえてノンシュガー
女子プロレスの輪 #61

日本やくざ抗争史 ～西成抗争～
日本やくざ抗争史 ～関東城北戦争～
MEGAパチ #2

#20＞14:30 #21
ツキとスッポンぽん #377
極道の紋章レジェンド 第七章
修羅の世界2
日本統一50
青春H2 花つみ
あ・べ・こ・べ セクシーボディ姉妹のHなヒミツ
爆裂さすらいスロッター椿
背徳の日々  官能小説家の妻
やくざの女4
ベルベット・キス2 

麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 A卓
女子プロレスの輪 #62

鉄拳制裁だ！歌舞伎町！
チャイルドを救出せよ！
MEGAパチ ♯3
男ともだち #11
凸凹戦隊ゼニゲバン #39
ツキとスッポンぽん #378
極道の姐
不良の神様～瑠璃の鳴く頃に～
日本統一50
ごくつまの恋
扉を閉めた女教師
妖美伝奇 新説牡丹灯籠弐 さよなら
花芯
君が愛したラストシーン

麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 B卓
女子プロレスの輪 #63
尾形スタジアム2022-23 #4

義侠＞11:00義侠 完結編
パチンコキャノンボールS16#5
あずぱち！ #22
女ともだち #13
ツキとスッポンぽん #379
極道の教典 第三章
日本やくざ抗争史 ～関東城北戦争～
極道の紋章レジェンド 第七章
海底悲歌 背徳の旋律
させ子の同棲日記
あまくちナイト
巨乳ライター 密着マル秘レポート
凛咲子 恋のリズム

麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 決勝卓
女子プロレスの輪 #64

第三章＞10:00 第四章
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#17
男ともだち #12
凸凹戦隊ゼニゲバン #40
ツキとスッポンぽん #380

劇場版5＞17:30 劇場版6 
劇場版7 先物取引の蟻地獄
劇場版8 詐欺師の運命
やくざの女6
美熟女 田園不倫づくし
童貞BOYS vs 隣のお姉さん
性感クリニック 女医・凛子
織畑ミチル 優しくしてください

6:00
9:00
11:10

11:30
12:30

16:00
18:30
19:30
21:00
23:00
23:30
0:50
2:10
3:40
5:00
5:30

6:00
8:30
9:00
10:30
12:10
13:40
14:10
14:30

18:30
19:30
21:00
22:00
23:00
23:30
1:50
3:10
4:40

6:00
9:00
9:30
10:30
11:30
12:30
14:00
14:30
16:00

18:30
19:30
21:00
22:00
23:00
23:30
1:50
3:20

6:00
10:30
11:00
11:30
13:00
14:30
15:00
16:30

18:30
19:30
21:00
22:00
23:00
23:30

1:00
4:00

6:00
8:30
9:00
10:30
11:30
13:00
14:30
15:30
16:00
16:30
18:30
19:30
21:00
22:00
23:00
0:20
1:50
3:50

沖田彩華＞8:30女子プロレス#61
闇金の帝王3＞10:40誘女epi35
相談されても困るんですよ総集編5

#9＞12:00 #10
貧乏家族#152＞14:00日本統一50

#18＞17:00 #19
パチスロキャノンボールS20#4
日本やくざ抗争史 ～関東城北戦争～
タックS2#25＞22:00貧乏家族#153
おかのさんといっしょ #11
ベルベット・キス2 
あ・べ・こ・べ セクシーボディ姉妹のHなヒミツ
青春H2 花つみ
女子医療刑務所
人妻禁断情交 谷原希美
人妻調教 橘優花

愛萌なの なのグラビティ
MEGAパチ #2
どうにか貧乏家族 #153
修羅よ さらば
凸凹戦隊ゼニゲバン #39
女子プロレスの輪 #62
相談されても困るんですよ総集編6
麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 A卓
海賊王船長タックS10#1
首領の野望
海賊王船長タックS2#26（終）
どうにか貧乏家族 #154
おかのさんといっしょ #12
織畑ミチル 優しくしてください
扉を閉めた女教師
ごくつまの恋
覗かれる人妻 シュレーディンガーの女

未梨一花＞8:40相談…総集編6
尾形スタジアム2022-23 #3
パチンコキャノンボールS16#5
どうにか貧乏家族 #154
ツキとスッポンぽん #378
リベンジ ～血の報復～
女子プロレスの輪 #63
女ともだち #13
麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 B卓
パチスロキャノンボールS20#5
首領の野望 完結編
海賊王船長タックS3#1
どうにか貧乏家族 #155
尾形スタジアム2022-23 #4
高槻実穂 いたずらしないで
させ子の同棲日記
海底悲歌＞4:40覗かれる人妻

白川のぞみ＞9:00ブレイド
女子プロレスの輪 #64
MEGAパチ ♯3
どうにか貧乏家族 #155
極道の紋章レジェンド 第八章
ツキとスッポンぽん #379
凸凹戦隊ゼニゲバン #40
麻雀最強戦
男子プロ一撃必殺 決勝卓
海賊王船長タックS10#2
極道の教典 第四章
海賊王船長タックS3#2
どうにか貧乏家族 #156
鬼越トマホークの格闘スクランブル#3
美熟女 田園不倫づくし

やくざの女5＞2:30やくざの女6
東宮梨紗 いっぱい愛して

浅海ゆづき 恋する冒険者
女子プロレスの輪 #65（終）
ブラッドエンジェル シスターオブハート
パチンコキャノンボールS16#6（終）
どうにか貧乏家族 #156
彷徨う侠たち
女ともだち #14
インフォメーション
ツキとスッポンぽん #380
日本統一50
パチスロキャノンボールS20#6（終）
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～
海賊王船長タックS3#3
どうにか貧乏家族 #157
連勝パチンカーれい子 
エクスタシー・キャットウィッチLISA 
青春H2 半分処女とゼロ男
西田麻衣 昼顔
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トロたん 快楽の扉
どうにか貧乏家族 #153
女ともだち #12
修羅のみち10 －九州全面戦争－
相談されても困るんですよ総集編5
海賊王船長タックS10#1

実録・銀座警察 義侠
実録・銀座警察 義侠 完結編
海賊王船長タックS2#25
ミナミの帝王 劇場版5 甘い罠
あずぱち！ #22
凸凹戦隊ゼニゲバン #39
麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 A卓
ごくつまの恋
扉を閉めた女教師
人妻禁断情交 北条麻妃

乃木結夢 あまえてノンシュガー
尾形スタジアム2022-23 #2
どうにか貧乏家族 #154
凸凹戦隊ゼニゲバン #39
修羅のみち11 四国最終戦争
パチスロキャノンボールS20#5
極道の教典 第三章
修羅の世界2
海賊王船長タックS2#26（終）
ミナミの帝王 劇場版6 偽装結婚
パチンコキャノンボールS16#5
女ともだち #13
麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 B卓
海底悲歌 背徳の旋律
させ子の同棲日記
あまくちナイト
昭和悲哀物語 川上ゆう

蒼猫いな＞8:20誘女epi36
鬼越トマホークの格闘スクランブル#2
どうにか貧乏家族 #155
女ともだち #13
修羅のみち12 完結篇
海賊王船長タックS10#2
日本やくざ抗争史 ～関東城北戦争～
日本統一50
海賊王船長タックS3#1
ミナミの帝王 劇場版7 先物取引の蟻地獄
あずぱち！ #23
凸凹戦隊ゼニゲバン #40
麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 決勝卓
やくざの女6＞2:00 美熟女  
童貞BOYS vs 隣のお姉さん
人妻禁断情交 北条麻妃
昭和悲哀物語 川上ゆう

高槻実穂 いたずらしないで
どうにか貧乏家族 #156
凸凹戦隊ゼニゲバン #40
修羅の抗争-極道はクリスチャン-
パチスロキャノンボールS20#6（終）

極道の紋章レジェンド 第七章
極道の紋章レジェンド 第八章
海賊王船長タックS3#2
ミナミの帝王 劇場版8 詐欺師の運命
パチンコキャノンボールS16#6（終）
女ともだち #14
あずぱち！ #23
連勝パチンカーれい子 
琴井ありさ ほろ酔い上司は妙に…
エクスタシー・キャットウィッチLISA 

epi35＞5:30 epi36
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虎遥すみれ Honeyとらっぷ

#10＞9:00 #11
あずぱち！#21＞10:30タックS10#1
首領の野望
海賊王船長タックS2#25
麻雀最強戦2021 
女流チャンピオン決戦 A卓
相談されても困るんですよ総集編5
MEGAパチ #2
修羅のみち10 －九州全面戦争－
女子プロレスの輪 #62
ミナミの帝王 劇場版5 甘い罠
ごくつまの恋＞0:00愛萌なの
妖美伝奇 新説牡丹灯籠弐 さよなら
扉を閉めた女教師
禁断愛 義兄との快感に燃える若妻 夏目優希
昭和青線宿物語 渾身の性戯

永瀬永茉 美味しそうなボディ
尾形スタジアム2022-23 #1
誘女、派遣します episode35
男ともだち #11
パチスロキャノンボールS20#5
首領の野望 完結編
海賊王船長タックS2#26（終）
麻雀最強戦2021
女流チャンピオン決戦 B卓
MEGAパチ ♯3
修羅のみち11 四国最終戦争
女子プロレスの輪 #63
ミナミの帝王 劇場版6 偽装結婚
海底悲歌 背徳の旋律
未梨一花＞2:00あまくちナイト
させ子の同棲日記
昭和青線宿物語 渾身の性戯 
人妻禁断情交 北条麻妃

篠見星奈 少女の祈り
あずぱち！ #22
海賊王船長タックS10#2
インフォメーション
極道の教典 第四章
海賊王船長タックS3#1
麻雀最強戦2021 
女流チャンピオン決戦 決勝卓
パチンコキャノンボールS16#5
修羅のみち12 完結篇
女子プロレスの輪 #64
ミナミの帝王 劇場版7 先物取引の蟻地獄
やくざの女6
琴井ありさ ほろ酔い上司は妙に･･･
童貞BOYS vs 隣のお姉さん
美熟女 田園不倫づくし
昭和悲哀物語 川上ゆう
貞操崩壊 結城みさ

放送休止
日本やくざ抗争史 ～関東城北戦争～
男ともだち #12
パチスロキャノンボールS20#6（終）
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～
海賊王船長タックS3#2

八局麻雀4 #3
八局麻雀4 #4（終）
インフォメーション
誘女、派遣します episode36
修羅の抗争-極道はクリスチャン-
女子プロレスの輪 #65（終）
ミナミの帝王 劇場版8 詐欺師の運命
青春H2 半分処女とゼロ男
みうららら Luxury
エクスタシー・キャットウィッチLISA 
やくざの女6
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沖田彩華 NEW SEASON
おかのさんといっしょ #9
ツキとスッポンぽん #377
海賊王船長タックS10#1
海賊王船長タックS2#25
闇金の帝王 銀と金3
MEGAパチ #2

修羅のみち6 血染めの海峡
修羅のみち7 －暴力金融列島－
どうにか貧乏家族 #153
修羅よ さらば
首領の野望＞22:30花芯
扉を閉めた女教師

壱 ～この世の果て～
弐 ～さよなら～
青春H2 花つみ

木更かのん カノン
誘女、派遣します episode35
ツキとスッポンぽん #378
パチスロキャノンボールS20#5
海賊王船長タックS2#26（終）
闇金の帝王 銀と金4 地獄の裏麻雀
MEGAパチ ♯3

修羅のみち8 －大阪最終血戦－
修羅のみち9 －北九州烈死篇－
どうにか貧乏家族 #154
リベンジ ～血の報復～
首領の野望 完結編
覗かれる人妻 シュレーディンガーの女
させ子の同棲日記
あまくちナイト＞2:50白川のぞみ
禁断愛 義兄との快感に燃える若妻 夏目優希
相談されても困るんですよ総集編6

彼方美紅 愛の彼方
ツキとスッポンぽん #379
海賊王船長タックS10#2
海賊王船長タックS3#1
インフォメーション
ブレイド ～剣 TSURUGI～
パチンコキャノンボールS16#5
不良の神様～瑠璃の鳴く頃に～
極道の姐
どうにか貧乏家族 #155
極道の紋章レジェンド 第八章
極道の教典 第四章
やくざの女5
美熟女 田園不倫づくし
性感クリニック 女医・凛子
童貞BOYS vs 隣のお姉さん
巨乳ライター 密着マル秘レポート
相談されても困るんですよ総集編6

琴井ありさ ほろ酔い上司は妙に…
インフォメーション
相談されても困るんですよ総集編6
誘女、派遣します episode36
ツキとスッポンぽん #380
パチスロキャノンボールS20#6（終）
海賊王船長タックS3#2
インフォメーション
ブラッドエンジェル シスターオブハート
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#17

八局4#1＞16:30八局4#2
インフォメーション
どうにか貧乏家族 #156
彷徨う侠たち
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～
最も危険な情事
放送休止
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相談されても困るんですよ総集編5
男ともだち #10

八局4#1＞9:20八局4#2
修羅のみち10 －九州全面戦争－
女ともだち #12
タックS2#25＞15:30貧乏家族#153
海賊王船長タックS10#1
ツキとスッポンぽん #377
麻雀最強戦2021
女流チャンピオン決戦 A卓
修羅よ さらば
ミナミの帝王 劇場版5 甘い罠
妖美伝奇 新説牡丹灯籠弐 さよなら
凛咲子 恋のリズム
君が愛したラストシーン
露出に目覚めた美人若妻 春原未来
相談されても困るんですよ総集編5

修羅の世界2

八局4#3＞9:30八局4#4（終）
修羅のみち11 四国最終戦争
凸凹戦隊ゼニゲバン #39
海賊王船長タックS2#26（終）
どうにか貧乏家族 #154
パチスロキャノンボールS20#5
ツキとスッポンぽん #378
麻雀最強戦2021
女流チャンピオン決戦 B卓
リベンジ ～血の報復～
ミナミの帝王 劇場版6 偽装結婚
あまくちナイト
西田麻衣 昼顔
覗かれる人妻 シュレーディンガーの女
貞操崩壊 結城みさ
露出に目覚めた美人若妻 春原未来

東宮梨紗 いっぱい愛して
鬼越トマホークの格闘スクランブル#1
極道の紋章レジェンド 第七章
修羅のみち12 完結篇
番組案内
女ともだち #13
海賊王船長タックS3#1
どうにか貧乏家族 #155
海賊王船長タックS10#2
ツキとスッポンぽん #379
麻雀最強戦2021
女流チャンピオン決戦 決勝卓 
極道の紋章レジェンド 第八章
ミナミの帝王 劇場版7 先物取引の蟻地獄
童貞BOYS vs 隣のお姉さん
蒼猫いな 君しかいない
やくざの女5
覗かれる人妻 シュレーディンガーの女

木更かのん カノン

#11＞8:30 #12
極道の紋章レジェンド 第八章
修羅の抗争-極道はクリスチャン-
凸凹戦隊ゼニゲバン #40
タックS3#2＞16:00貧乏家族#156
パチスロキャノンボールS20#6（終）
ツキとスッポンぽん #380

#22＞20:00 #23
彷徨う侠たち
ミナミの帝王 劇場版8 詐欺師の運命
連勝パチンカーれい子
浅海ゆづき 恋する冒険者
最も危険な情事
人妻禁断情交 北条麻妃
昭和悲哀物語 川上ゆう

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。
●9月26日（月）深夜0：00～9月27日（火）7：00はメンテナンスのため放送を休止します。

●任侠の世界に生きる女のセクシードラマ

やくざの女６

2022年 70分 TV初放送 9/18(日) 21：00～他
【出演】白竜 松田一三 小沢和義 本宮泰風

極道の紋章レジェンド 第八章
2022年 25分 TV初放送 9/22(木) 23：00～他
【出演】鬼越トマホーク【ゲスト】平本蓮

鬼越トマホークの格闘スクランブル ＃3

白竜&松田一三主演によるメガヒット任侠活劇 『極道の紋章』
シリーズの、その後を描く大人気シリーズ第8弾、TV初放送。
津浪は義真会に入り込んだ弘和会のイヌをあぶり出す為、前崎
に行動を起こさせるが・・・。

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！＃3は、「ダークサイドに転生
した狼くん」平本蓮が登場。常に話題になる言動や行動の裏側に
ある、平本蓮の隠されたプロフェッショナルの秘密に迫ります。

©「鬼越トマホークの格闘スクランブル」プロジェクト©2022 極道の紋章レジェンド製作委員会

●白竜主演の任侠Vシネの金字塔 ●鬼越トマホークによる格闘技トーク番組！

2016年 71分
9/20(火) 22：30～他
【出演】古川いおり、板垣拓也、
森山翔悟、早瀬ありす

©2016コンセプトフィルム

Sept
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INDEX 2022.9 ※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

極道の姐 2014年 81分
【初回】9㊎19:30【再】10･19【監】山村淳史【出】仁支川峰子 田中美奈子 小沢和義 原田龍二

極道の教典 第三章 2015年 71分
【初回】14㊌15:00【再】17･24【監】片岡修二【出】白竜 岡崎二朗 保阪尚希

極道の教典 第四章 2015年 73分
【初回】19㊊21:00【再】20･22･24【監】片岡修二【出】白竜 岡崎二朗 水元秀二郎 保阪尚希

彷徨う侠たち 2012年 87分
【初回】25㊐21:00【再】26･29･30【監】辻裕之【出】竹内力 山口祥行 堀田眞三 加納竜

実録・銀座警察 義侠 2008年 86分
【初回】7㊌15:00【再】17【監】金澤克次【出】加勢大周 木村一八 鶴田さやか 清水宏次朗

実録・銀座警察 義侠 完結編 2008年 84分
【初回】7㊌16:30【再】17【監】金澤克次【出】加勢大周 木村一八 鶴田さやか 新藤栄作

「代紋なんて関係ねぇ！」と相手構わず暴れる竜二・鉄夫・修平の三人。
日頃の手荒いシノギが鬼壷組の目に止まり、竜ニも殺されそうになる。
そんな竜ニを救ったのは、篠田組の若頭・白岩だった。

修羅の抗争-極道はクリスチャン-
2000年 106分 
【監】小澤啓一【出】哀川翔 石橋保 今井恵理 名高達男 金山一彦 川地民夫
【初回】25㊐11:30【再】27･28･30

修羅の世界2 2021年 75分
【初回】2㊎17:00【再】3･11･14･23【監】藤原健一【出】的場浩司 榊原徹士 小沢和義 渡辺裕之

修羅のみち6 血染めの海峡 2003年 82分
【初回】5㊊14:40【監】小澤啓一【出】原田龍二 松方弘樹 渡辺裕之 小西博之

修羅のみち7 暴力金融列島 2003年 82分
【初回】5㊊16:10【監】佐々木正人【出】原田龍二 松方弘樹 渡辺裕之 清水宏次朗

修羅のみち8 大阪最終血戦 2003年 81分
【初回】12㊊14:50【監】佐々木正人【出】原田龍二 松方弘樹 渡辺裕之 清水宏次朗

修羅のみち9 北九州烈死篇 2004年 96分
【初回】2㊎15:20【再】12【監】小澤啓一【出】原田龍二 松方弘樹 渡辺裕之 井上晴美

修羅のみち10 九州全面戦争 2004年 88分
【初回】4㊐11:20【再】6･7･9【監】小澤啓一【出】原田龍二 松方弘樹 渡辺裕之 大和武士

修羅のみち11 四国最終戦争 2005年 95分
【初回】11㊐11:30【再】13･14･16【監】金澤克次【出】原田龍二 松方弘樹 渡辺裕之 力也

修羅のみち12 完結篇 2005年 96分
【初回】18㊐11:00【再】20･21･23【監】金澤克次【出】原田龍二 松方弘樹 河西りえ 渡辺裕之

修羅よ さらば 2013年 91分
【初回】4㊐21:00【再】5･8･9【監】渋谷正一【出】小沢和義 嘉門洋子 古井榮一 火野正平

新まるごし刑事！ 鉄拳制裁だ！歌舞伎町！ 2008年 86分
【初回】10㊏10:30【監】髙木淳也【出】髙木淳也 白田久子 ダンディ坂野 志賀勝

新まるごし刑事！ チャイルドを救出せよ！ 2008年 83分
【初回】10㊏12:00【監】髙木淳也【出】髙木淳也 白田久子 テレンス・リー 志賀勝

首領の野望 2008年 83分
【初回】5㊊21:00【再】6･8【監】亜蘭墨士【出】曽根悠多 小沢仁志 火野正平 竹中直人 山城新伍

首領の野望 完結編 2008年 88分
【初回】12㊊21:00【再】13･15【監】亜蘭墨士【出】曽根悠多 小沢仁志 火野正平 竹中直人 山城新伍

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版5 甘い罠 1995年 78分
【初回】4㊐22:40【再】6･7･9･24【監】萩庭貞明【出】竹内力 大森嘉之 竹井みどり 可愛かずみ

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版6 偽装結婚 1995年 84分
【初回】2㊎12:20【再】11･13･14･16･24【監】萩庭貞明【出】竹内力 大森嘉之 竹井みどり 大杉漣

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版7 先物取引の蟻地獄 1996年 82分
【初回】18㊐22:30【再】20･21･23･24【監】萩庭貞明【出】竹内力 大森嘉之 竹井みどり 石野陽子

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版8 詐欺師の運命 1996年 87分
【初回】24㊏20:30【再】25･27･28･30【監】萩庭貞明【出】竹内力 大森嘉之 上岡龍太郎 光石研

日本統一50 2021年 76分
【初回】1㊍14:00【再】3･10･21･29･30【監】辻裕之【出】本宮泰風 山口祥行 寺田農 小沢仁志

日本やくざ抗争史 ～西成抗争～ 2014年 73分
【初回】2㊎19:30【再】3【監】浅生マサヒロ【出】原田龍二 水元秀二郎 白竜

日本やくざ抗争史 ～関東城北戦争～ 2014年 73分
【初回】1㊍19:30【再】3･17･21･27【監】城島想一【出】小沢仁志 松田ケイジ 岡崎二朗 中野英雄

夏梅一家若頭・相良龍信は、丹波組若頭・郷野満の代紋を利用して勢
力を広げていた。同じ頃、丹波組若頭補補佐・金森大輔は夏梅組一家
が独占している事業への侵攻を続けていた。

日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～
2014年 72分 
【監】渋谷正一【出】白竜 小沢和義 古井榮一 小沢仁志
【初回】26㊊21:00【再】27･29

ブラッド・エンジェル シスターオブハート 2005年 76分
【初回】26㊊12:30【再】29【監】高田拓土彦【出】加藤夏希 矢吹春奈 立花美優 高野八誠 小沢仁志

不良の神様～瑠璃の鳴く頃に～ 2012年 71分
【初回】10㊏19:30【再】16･19【監】片岡修二【出】白竜 國本鍾建 木村圭作 永倉大輔

ブレイド ～剣 TSURUGI～ 2005年 78分
【初回】19㊊12:00【再】22【監】中田圭【出】加藤靖久 金濱夏世 松田賢二

極道の紋章レジェンド 第七章 2022年 70分
【初回】3㊏17:00【再】17･18･28【監】片岡修二【出】白竜 松田一三 小沢和義 本宮泰風

津浪は義真会に入り込んだ弘和会のイヌをあぶり出す為、前崎に行動
を起こさせる。前崎は名古屋の橋本を疑っており、寺島一家の切り崩し
を口実に島谷を名古屋に居座らせることに。

極道の紋章レジェンド 第八章
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】18㊐21:00【再】19･22･23･25･28

闇金の帝王 銀と金3 1994年 90分
【監】金澤克次【出】中条きよし 豊原功補 西川忠志 本郷功次郎 【初回】1㊍9:00【再】5

闇金の帝王 銀と金4 地獄の裏麻雀 1995年 88分
【監】金澤克次【出】中条きよし 豊原功補 六平直政 飯島大介 【初回】2㊎10:40【再】12

リベンジ ～血の報復～ 2011年 70分
【監】片岡修二【出】小沢仁志 木村一八 中野英雄 小沢和義 白竜 【初回】11㊐21:00【再】12･15･16

スイーツ男子の春平は、甘久地製菓に勤めるサラリーマン。恋には奥手
で毎日自分を慰める毎日。ある日、本社に呼び出された春平は、小悪魔
的な魅力の新入社員・夏目萌奈花の教育係に任命される。

あまくちナイト
2014年 79分 
【監】石川二郎【出】逢坂はるな 津田篤 倖田李梨
【初回】11㊐深夜0:00【再】12･13･14･17

君が愛したラストシーン 2013年 79分
【初回】4㊐深夜3:40【再】10【監】佐藤吏【出】吉井怜 窪塚俊介 宮地真緒 吉岡睦雄

ケイジは気弱なフリーター。出来心で入った雀荘で借金を背負わされ
怪しげなスナックで働かされることに。そこにいたのは妖艶な女・葉子。
一目ぼれしてしまうケイジだったが・・・。

ごくつまの恋
2013年 88分 
【監】石川均【出】七海なな 大口兼悟 仁科貴 小沢和義
【初回】6㊋22:30【再】7･8･9･10

青春H2 花つみ 2011年 88分
【初回】1㊍深夜2:10【再】2･3･5【監】サトウトシキ【出】和田みさ 吉岡睦雄 小島彩乃

青春H 半分処女とゼロ男 2011年 108分
【初回】27㊋22:10【再】29･30【監】佐藤佐吉【出】板倉チヒロ しじみ 山本浩司

ベルベット・キス2 禁じられた二人の時 2012年 76分
【初回】1㊍23:30【再】3【監】小南敏也【出】佳苗るか 綾瀬れん 時任亜弓

やくざの女4 2015年 71分
【初回】3㊏深夜3:10【監】貝原クリス亮【出】吉沢明歩 石川ゆうや

やくざの女5 2015年 74分
【初回】18㊐深夜3:10【再】19･22【監】藤原健一【出】吉沢明歩 石川ゆうや 倖田李梨

BARの女店長・真希にはやくざの女としての裏の顔がある。BARで働く
夏美、ヤクザを目指す夏美のダメ彼氏・純一に偶然にも正体を知られて
しまう。

やくざの女6
2016年 71分 
【監】貝原クリス亮【出】古川いおり 板垣拓也 森山翔悟 早瀬ありす
【初回】20㊋22:30【再】21･22･23･24･27

尾形スタジアム2022-23 ＃1～#4 2022年 各回25分 TV初放送
【放送日】13㊋9:00 他【出】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

クズ芸人・岡野陽一による教養バラエティ！＃11＆＃12は、大人気AV
男優・しみけんが登場。数々の女性を抱いてきたしみけんだからこそ説
得力がある人生教訓を伝えていく。

おかのさんといっしょ ＃9～＃12
2022年 各回22分 TV初放送
【出】岡野陽一 【ゲスト】東ブクロ（さらば青春の光） お見送り芸人しんいち 大鶴肥満 他
【放送日】1㊍11:30 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！＃3は「ダークサイドに転生した狼くん」平
本蓮が登場。

鬼越トマホークの格闘スクランブル ＃1～＃3
2022年 各回25分 TV初放送
【出】鬼越トマホーク【ゲスト】#1:青木真也 #2:皇治 #3:平本蓮
【放送日】18㊐8:30 他

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。＃17のゲストは田中直樹（ココリコ）！

鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出 ＃16＆＃17
2022年 各回25分 TV初放送
【ゲスト】#16:八木真澄（サバンナ）#17:田中直樹（ココリコ） 
【放送日】23㊎8:50 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．5&6 2019年 各回19分
【放送日】1㊍11:10 他【出】木村魚拓 沖ヒカル【ゲスト】椿鬼奴 エハラマサヒロ やしろ優 他

誘女 派遣します episode35&36 2018年 各回25分
【放送日】1㊍10:40 他【出】AIKA

パチ＆スロ業界を盛り上げる為に様々な企画を考案・実践している制
作会社「吾妻橋ぱちプロダクション」から生まれた実戦番組。今回は沖
ヒカルと岡野陽一の負けたら改名実戦企画（前編）。

あずぱち！～吾妻橋ぱちプロダクション外伝～ ＃18～＃23
2022年 各回38分 TV初放送
【出】木村魚拓 沖ヒカル 岡野陽一 他
【放送日】1㊍16:00 他

男ともだち #10～#12 2021年 各回55分
【放送日】4㊐6:20 他【出】木村魚拓 松本バッチ【ゲスト】#10:しんのすけ #11&#12:てつ

木村魚拓＆松本バッチが仲良くなりたいゲストを招き、『女ともだち』と
呼べる関係になれるのか？を検証する。#13&14のゲストは河原みの
り。

女ともだち #12～#14
2022年 各回55分 TV初放送
【出】木村魚拓 松本バッチ【ゲスト】#12:東城りお #13&#14:河原みのり
【放送日】4㊐13:00 他

デ カ

デ カ



セクシーナイト

プロレス

グラビア・アイドル

凛咲子 愛萌なの 織畑ミチル 未梨一花 西田麻衣

高槻実穂 蒼猫いな 琴井ありさ 浅海ゆづき みうららら

麻 雀

海賊王船長タック season．2 #25～#26
【放送日】毎週㊍21:00 他【出】木村魚拓 青山りょう 麗奈 ちょび

2014年 各回58分

海賊王船長タック season．3 #1～#3
【放送日】毎週㊍21:00 他【出】木村魚拓 青山りょう 麗奈 ちょび

2014年 各回58分

海賊王船長タック season．10 #1＆#2
【放送日】隔週㊎23:00 他【出】木村魚拓 青山りょう 麗奈 ちょび

2022年 各回58分

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #377～#381
【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 #39&#40
【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58分

どうにか貧乏家族 #152～#157
【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 #4～#6
【放送日】隔週㊎23:00 他【出】東條さとみ ヒラヤマン 水樹あや（五十音順）【実況】木村魚拓 伊藤真一

2022年 各回55分 TV初放送

パチンコキャノンボール season16 #5＆#6
【放送日】隔週㊌21:00 他【出】天海つばさ しおねえ 成田ゆうこ（五十音順）【実況】木村魚拓 マリブ鈴木

2022年 各回55分 TV初放送

MEGAパチ ＃2＆＃3
【放送日】2㊎21:00 他【出】ドテチン 助六 優希

2022年 各回29分

2016年 各回85分

近代麻雀presents 麻雀最強戦2021 女流チャンピオン決戦 A卓･B卓･決勝卓
【放送日】4㊐18:30 他【雀士】二階堂亜樹 黒沢咲 岡田紗佳 井上絵美子 他

【放送日】7㊌23:00 他

近代麻雀presents 麻雀最強戦2021
男子プロ一撃必殺 A卓･B卓･決勝卓
【雀士】村上淳 鈴木達也 瀬戸熊直樹 萩原聖人 他

八局麻雀4 #1～#4
【放送日】4㊐7:50 他【雀士】及川奈央 倉持由香 東城りお 中山奈々美 他

女子プロレスの輪 ＃61～＃65
【放送日】毎週㊋20:30 他【出】#61:尾﨑妹加 #62&#63:青木いつ希 #64&#65（終）:高橋奈七永

蒼猫いな 君しかいない 2022年 107分 TV初放送
【初回】18㊐深夜1:20【再】21

浅海ゆづき 恋する冒険者 2022年 114分 TV初放送
【初回】25㊐深夜1:20【再】29

沖田彩華 NEW SEASON 2022年 114分
【初回】1㊍6:00【再】5

織畑ミチル 優しくしてください 2022年 135分 TV初放送
【初回】8㊍23:30【再】24

彼方美紅 愛の彼方 2022年 138分
【初回】9㊎深夜3:10【再】19

木更かのん カノン 2022年 111分
【初回】12㊊6:00【再】25

琴井ありさ ほろ酔い上司は妙にかわいくて・・・ 2022年 123分 TV初放送
【初回】20㊋深夜0:00【再】26･28

虎遥すみれ Honeyとらっぷ 2022年 120分
【初回】6㊋6:00【再】16

篠見星奈 少女の祈り 2022年 130分
【初回】2㊎6:00【再】20

白川のぞみ ふわふわのぞみん 2022年 134分
【初回】12㊊深夜2:50【再】22

高槻実穂 いたずらしないで 2022年 132分 TV初放送
【初回】15㊍23:30【再】23･28

東宮梨紗 いっぱい愛して 2022年 116分
【初回】18㊐6:00【再】22

トロたん 快楽の扉 2022年 150分
【初回】2㊎深夜2:50【再】7

永瀬永茉 美味しそうなボディ 2022年 142分
【初回】13㊋6:00【再】23

西田麻衣 昼顔 2022年 100分 TV初放送
【初回】11㊐深夜1:30【再】16･29

乃木結夢 あまえてノンシュガー 2022年 130分
【初回】3㊏6:00【再】14

2022年 114分 TV初放送
【初回】6㊋深夜0:00【再】8･30

愛萌なの なのグラビティ
2022年 139分 TV初放送

【初回】27㊋深夜0:20【再】30
みうららら Luxury

2022年 124分 TV初放送
【初回】13㊋23:50【再】15･30

未梨一花 みりベスト
2022年 115分 TV初放送

【初回】4㊐深夜1:40【再】9･17
凛咲子 恋のリズム

あ・べ・こ・べ セクシーボディ姉妹のHなヒミツ 2021年 72分
【初回】1㊍深夜0:50【再】3【監】国沢実【出】桜木優希音 栄川乃亜

映像を撮られる美人若妻 飯岡かなこ 2015年 26分
【初回】2㊎深夜5:20【監】貞邪我【出】飯岡かなこ

2021年 73分 

【初回】27㊋深夜2:50【再】28･29
魔女・恵は、男を誘惑し精力を吸収していた。そんな彼女の魔力にまっ
たくなびかない男、昭雄が現れる。なんとか昭雄の精力を手に入れよう
と、使い魔のネコを美少女に変身させ送り込むが・・・。

エクスタシー・キャットウィッチLISA Hな雌猫と恋のマジカルパニック！

【監】吉行由実【出】市来まひろ 真木今日子 加賀美さら

花芯 2015年 96分
【初回】5㊊22:30【再】9･10【監】安藤尋【出】村川絵梨 林遣都 安藤政信 毬谷友子

巨乳ライター 密着マル秘レポート 2019年 80分
【初回】16㊎深夜0:00【再】17･19【監】古澤健【出】松本菜奈実 あけみみう 加藤ツバキ

禁断愛 義兄との快感に燃える若妻 夏目優希 2015年 26分
【初回】6㊋深夜4:50【再】12【監】薄刃紫翠【出】夏目優希

させ子の同棲日記 2018年 83分
【初回】12㊊23:50【再】13･14･15･17【監】竹洞哲也【出】なつめ愛莉 香山亜衣 加藤ツバキ

昭和青線宿物語 渾身の性戯 北条麻妃 川上ゆう 2015年 26分
【初回】6㊋深夜5:20【再】13【監】貞邪我【出】北条麻妃 川上ゆう

昭和悲哀物語 川上ゆう 2013年 26分
【初回】9㊎深夜5:30【再】14･20･21･25【監】貞邪我/なぎら建造【出】川上ゆう 田淵正浩

女子医療刑務所 2015年 75分
【初回】1㊍深夜3:40【監】柿原利幸【出】西野翔 椎名茉莉 森羅万象

性感クリニック 女医・凛子 2019年 73分
【初回】19㊊深夜1:30【再】23･24【監】佐々木浩久【出】早川瑞希 西村ニーナ しじみ

貞操崩壊 結城みさ 2013年 26分
【初回】11㊐深夜4:50【再】16･20･23･30【監】貞邪我/なぎら建造【出】結城みさ 吉村卓

童貞BOYS vs 隣のお姉さん 2010年 70分
【初回】18㊐深夜0:00【再】19･20･21･24【監】増渕寿【出】伊東遙 白神馨之 マギー直樹

2021年 71分 

【初回】5㊊深夜0:10【再】6･7･8･10
明日から夏休みの午後の学校。いじめれっ子の男子生徒と女性教師が
うっかり体育倉庫に閉じ込めれてしまう。いつ出られる分からない状
況。襲い来る猛烈な暑さ、汗ばむ体と、激しい渇きが・・・。

扉を閉めた女教師

【監】城定秀夫【出】山岸逢花 吉田タケシ 細川佳央 佐倉萌

覗かれる人妻 シュレーディンガーの女 2018年 71分
【初回】8㊍深夜4:40【再】11･12･15･18【監】城定秀夫【出】あやみ旬果 古澤祐介

海底悲歌 背徳の旋律 2020年 71分 TV初放送
【初回】13㊋22:30【再】14･15･16･17【監】堂ノ本敬太【出】燃ゆる芥 長森要 生田みく 川瀬陽太

背徳の日  々官能小説家の妻 2011年 78分
【初回】2㊎深夜0:00【再】3【監】坂本太【出】艶堂しほり 早見るり 竹本泰志

爆裂さすらいスロッター椿 2013年 74分
【初回】3㊏深夜0:20【監】羽生研司【出】麻生希 森山翔悟 原田舞美

2018年 81分 

【初回】19㊊深夜0:00【再】20･21･22･24
会社での人間関係に疲れ、田舎暮らしを決意した長崎堅実。妻は売れ
ない役者と不倫関係だが、これを機に関係を清算する。引きこもりの長
男、カフェ経営を夢見る長女のあずみは不満を漏らす。

美熟女 田園不倫づくし

【監】竹洞哲也【出】白木優子 南涼 横山みれい

人妻禁断情交 谷原希美 2015年 26分
【初回】1㊍深夜5:00【監】貞邪我【出】谷原希美

人妻禁断情交 北条麻妃 2013年 26分
【初回】7㊌深夜5:20【再】13･16･21･25【監】貞邪我【出】北条麻妃 トニー大木

人妻調教 橘優花 2016年 26分
【初回】1㊍深夜5:30【監】薄刃紫翠/なぎら健造【出】橘優花

最も危険な情事 2011年 81分
【初回】25㊐深夜3:20【再】26【監】坂本太【出】風間ゆみ 艶堂しほり 千葉誠樹

妖美伝奇新説 牡丹灯籠 壱 ～この世の果て～ 2010年 86分
【初回】5㊊深夜1:30【監】清水匡【出】桜井まり 石井亮 水元ゆうな

妖美伝奇新説 牡丹灯籠 弐 ～さよなら～ 2010年 84分
【初回】4㊐深夜0:10【再】5･6･10【監】清水匡【出】桜井まり 石井亮 水元ゆうな 螢雪次朗

2013年 70分 

【初回】25㊐深夜0:00【再】28･29
れい子は人気に陰りが見えてきたモデル。今度の仕事はパチンコ店で
のキャンペーンガール。そこで、れい子はパチンコの遊び方を覚え、何故
か驚異的な大当たりを重ねていく・・・。

連勝パチンカー れい子 ～幽霊確変大当たり！～

【監】山内大輔【出】範田紗  々佐々木基子 星野ゆず

露出に目覚めた美人若妻 春原未来 2015年 26分
【初回】4㊐深夜5:10【再】11【監】薄刃紫翠【出】春原未来

終

終

終

終


