
お電話いただく前に、プライバシーポリシー（https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/privacy.html）の
内容をご確認いただき、同意の上ご連絡ください。

※ケーブル局がV☆パラダイスを放送していない場合、また、ご自宅がケーブル局のエリア外である
　場合もございます。HD放送の開始状況も局ごとに異なりますので、あらかじめご了承下さい。

ch.635 HD

【プレミアムサービス】　 TEL.0120－039－888
【プレミアムサービス光】 TEL.0120－818－666  受付10:00－20:00
【プレミアムサービス】　 TEL.0120－039－888
【プレミアムサービス光】 TEL.0120－818－666  受付10:00－20:00

ドコモ インフォメーションセンター（各通話料無料）
TEL.151（ドコモの携帯電話専用窓口）

［受付時間］ 9:00ｰ20:00　年中無休
上記の電話番号がご利用になれない場合、0120-800-000
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▼『八局麻雀5』連続放送

▼『凍牌～裏レート麻雀闘牌録』連続放送

▼『八局麻雀5』連続放送

▼『八局麻雀5』連続放送

▼『八局麻雀5』連続放送

▼『あまくちナイト』連続放送

▼『凍牌～裏レート麻雀闘牌録』連続放送

▼『尾形スタジアム2022-23』連続放送

▼『日本統一』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

▼『凍牌～裏レート麻雀闘牌録』連続放送

▼『尾形スタジアム2022-23』連続放送

▼『誘女、派遣します』連続放送

▼『日本やくざ抗争史』連続放送

▼『パチンコキャノンボールS16』連続放送

▼『首領の野望 』連続放送

▼『あまくちナイト』連続放送

▼『日本統一』連続放送

▼『極道の教典』連続放送

▼『難波金融伝 ミナミの帝王』連続放送

▼『日本やくざ抗争史』連続放送

▼『やくざの女』連続放送

▼『誘女、派遣します』連続放送

▼『日本統一』連続放送

▼『鬼越トマホークの格闘スクランブル』連続放送

▼『首領の野望』連続放送

▼『あずぱち！』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：0570-036388 （ナビダイヤル・有料）
〔受付時間：平日10：00－17：00（土日祝日及び年末年始（12/30-1/5）, GW(4/30-5/5), 夏季休暇（8/13-15）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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咲村良子 麗しき秘めごと
パチスロキャノンボールS20#6（終）
海賊王船長タックS3#4
おかの#13＞11:40ツキスポ#381
堕悪 ～DARK～
ミナミ 劇場版7 先物取引の蟻地獄
あずぱち！ #24
どうにか貧乏家族 #158
凸凹戦隊ゼニゲバン #41
修羅よ さらば
MEGAパチ ♯4
ツキとスッポンぽん #382
あずぱち！#1＞23:00タックS10#3
マリアの乳房
妖美伝奇 新説牡丹灯籠弐 
凛咲子 恋のリズム
人妻禁断情交 北条麻妃
昭和悲哀物語 川上ゆう

只埜なつみ どうして欲しいの？
パチスロキャノンボールS1#6（終）
海賊王船長タックS3#5
おかのさんといっしょ #14
ツキスポ#382＞12:00MEGA♯4
堕悪 ～DARK～2
ミナミ 劇場版8 詐欺師の運命
パチンコキャノンボールS17#1
どうにか貧乏家族 #159
女ともだち #15
リベンジ ～血の報復～
誘女epi37＞21:30ツキスポ#383
男ともだち #13
パチスロキャノンボールS21#1
あまくちナイト2
くりいむレモン 劇場版
みうららら Luxury
昭和背徳物語 牧原れい子

水樹たま ママに甘えていいよ
鬼越トマホークの格闘スクランブル#3

epi37＞9:30 epi38
タックS3#6＞11:30ツキスポ#383
尾形スタジアム2022-23 #5
日本統一51
ミナミ 劇場版9 保険金横領
あずぱち！ #25
貧乏家族#160＞18:30ゼニゲバン#42
極道の紋章レジェンド 第八章
MEGAパチ ♯5
ツキとスッポンぽん #384
あずぱち！#2＞23:00タックS10#4
させ子の同棲日記
RPGな妻＞2:40織畑ミチル
未亡人刹那情欲 風間ゆみ
露出に目覚めた美人若妻 春原未来

ミッシェル愛美 白い妖精
相談されても困るんですよ総集編8
パチスロキャノンボールS2#6（終）
タックS3#7＞11:30ツキスポ#384
MEGAパチ ♯5
三代目代行 
ミナミ 劇場版10 待つ女
パチンコキャノンボールS17#2
どうにか貧乏家族 #161
女ともだち #16
彷徨う侠たち
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#18
ツキとスッポンぽん #385
男ともだち #14
パチスロキャノンボールS21#2
美熟女＞1:30マリアの乳房
水野遥香 ずっとそばにいて
昭和背徳物語＞5:30貞操崩壊
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蒼猫いな 君しかいない
インフォメーション

日本やくざ抗争史 ～関東城北戦争～
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～
あずぱち！ #23
女ともだち #14
ツキとスッポンぽん #381

#1＞16:30 #2
#3＞18:30 #4
#5＞20:30 #6（終）
青春H2 花つみ
エクスタシー・キャットウィッチLISA 
連勝パチンカーれい子
あ・べ・こ・べ セクシーボディ姉妹のHなヒミツ
最も危険な情事
扉を閉めた女教師

麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 A卓

 第1話＞10:00 第2話
 第3話＞12:00 第4話
あずぱち！ #1
あずぱち！ #24
凸凹戦隊ゼニゲバン #41
ツキとスッポンぽん #382
修羅よ さらば
リベンジ ～血の報復～
彷徨う侠たち
マリアの乳房
欲しがり奈々ちゃん ひとくち、ちょうだい
若妻家庭教師 ありふれた人妻の…
扉を閉めた女教師
ごくつまの恋
相談されても困るんですよ総集編7

麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 B卓

首領の野望＞10:00 完結編
パチンコキャノンボールS17#1
男ともだち #13
女ともだち #15
ツキとスッポンぽん #383
極道の教典 第四章
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～
極道の紋章レジェンド 第八章
くりいむレモン 劇場版
悶絶上映 銀幕の巨乳

あまくちナイト
あまくちナイト2
海底悲歌 背徳の旋律
葉月愛梨 愛梨としたい9つのコト

麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 決勝卓
相談されても困るんですよ総集編7

第四章＞10:30 第五章
あずぱち！ #2
あずぱち！ #25
凸凹戦隊ゼニゲバン #42
ツキとスッポンぽん #384
極道の紋章レジェンド 第八章

日本統一50＞20:00日本統一51
RPGな妻
小悪魔妻 美乳で誘う
いけない！ルナ先生 第1話
させ子の同棲日記
青春H2 半分処女とゼロ男
小悪魔妻 美乳で誘う

新井萌花 新井ちゃんは発育中
相談されても困るんですよ総集編8

絶縁第一章＞10:30絶縁第二章
パチンコキャノンボールS17#2
男ともだち#14＞15:00女ともだち#16
ツキとスッポンぽん #385

劇場版7 先物取引の蟻地獄
劇場版8 詐欺師の運命
劇場版9 保険金横領
劇場版10 待つ女

やくざの女6＞0:30やくざの女7
極道アパートpartII
美熟女 田園不倫づくし

epi37＞5:20 epi38
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鈴木ゆうは＞8:30誘女epi37
凍牌～裏レート麻雀闘牌録 第4話
あずぱち！ #24
おかのさんといっしょ #10
麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 A卓
パチスロキャノンボールS20#6（終）
どうにか貧乏家族 #157
凸凹戦隊ゼニゲバン #41

#11＞19:00 #12
横浜暗黒街1 ～華炎～
タックS3#4＞22:00貧乏家族#158
おかのさんといっしょ #13
葉月愛梨 愛梨としたい9つのコト
欲しがり奈々ちゃん＞3:00愛萌なの
禁断愛 義兄との快感に燃える若妻
昭和青線宿物語 渾身の性戯

水野遥香 ずっとそばにいて
パチスロキャノンボールS1#5
パチンコキャノンボールS17#1
おかのさんといっしょ #13

 第3話＞12:30 第4話
麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 B卓
どうにか貧乏家族 #158
女ともだち #15
海賊王船長タックS10#3
横浜暗黒街2 ～侠華～
タックS3#5＞22:00貧乏家族#159
おかのさんといっしょ #14
新井萌花 新井ちゃんは発育中
悶絶上映 銀幕の巨乳
くりいむレモン 劇場版
あまくちナイト

雪村花鈴 きみと青春。
鬼越トマホークの格闘スクランブル#2
凍牌～裏レート麻雀闘牌録 第4話
あずぱち！ #25

#3＞12:00 #4
誘女、派遣します episode38
相談されても困るんですよ総集編7
麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 決勝卓
どうにか貧乏家族 #159
凸凹戦隊ゼニゲバン #42
パチスロキャノンボールS21#1
極道の教典 第五章
タックS3#6＞22:00貧乏家族#160
尾形スタジアム2022-23 #5
琴井ありさ＞1:40小悪魔妻
RPGな妻＞4:00西田麻衣

水樹たま ママに甘えていいよ
鬼越トマホークの格闘スクランブル#1
パチスロキャノンボールS2#5
パチンコキャノンボールS17#2

#2＞12:00 #3

首領の野望＞14:00完結編
どうにか貧乏家族 #160
女ともだち #16
海賊王船長タックS10#4
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第二章～
タックS3#7＞22:00貧乏家族#161
鬼越トマホークの格闘スクランブル#4

#24＞0:30 #25
咲村良子＞3:40やくざの女7
しのびあい＞5:40相談…総集編8
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織畑ミチル 優しくしてください
凍牌～裏レート麻雀闘牌録 第3話
どうにか貧乏家族 #157
おかのさんといっしょ #9
ツキとスッポンぽん #381
横浜暗黒街1 ～華炎～
堕悪 ～DARK～
女ともだち #14
パチスロキャノンボールS20#6（終）
海賊王船長タックS3#3
ミナミ 劇場版7 先物取引の蟻地獄
あずぱち！#24＞22:00ゼニゲバン#41
麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 A卓
マリアの乳房
欲しがり奈々ちゃん ひとくち、ちょうだい
若妻家庭教師 ありふれた人妻の…
露出に目覚めた美人若妻 春原未来

愛萌なの なのグラビティ
パチスロキャノンボールS1#4
どうにか貧乏家族 #158
誘女、派遣します episode37
MEGAパチ ♯4
ツキとスッポンぽん #382
横浜暗黒街2 ～侠華～
堕悪 ～DARK～2
凸凹戦隊ゼニゲバン #41
タックS10#3＞18:30タックS3#4
ミナミ 劇場版8 詐欺師の運命
パチンコキャノンボールS17#1
女ともだち #15
麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 B卓
くりいむレモン 劇場版
悶絶上映 銀幕の巨乳
高槻実穂 いたずらしないで

凛咲子 恋のリズム
鬼越トマホークの格闘スクランブル#1
凍牌～裏レート麻雀闘牌録 第3話
貧乏家族#159＞11:30誘女epi38
ツキとスッポンぽん #383
極道の教典 第五章
日本統一51
女ともだち #15
パチスロキャノンボールS21#1
海賊王船長タックS3#5
ミナミ 劇場版9 保険金横領
あずぱち！ #25
凸凹戦隊ゼニゲバン #42
麻雀最強戦2021著名人
最強決戦 決勝卓
RPGな妻＞2:20小悪魔妻
いけない！ルナ先生 第1話
昭和背徳物語＞5:30しのびあい

只埜なつみ＞8:30誘女epi38
パチスロキャノンボールS2#4
どうにか貧乏家族 #160
MEGAパチ ♯5
ツキとスッポンぽん #384
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第二章～
三代目代行 
凸凹戦隊ゼニゲバン #42
タックS10#4＞18:30タックS3#6
ミナミ 劇場版10 待つ女
パチンコキャノンボールS17#2
女ともだち #16

#22＞0:00 #23
青春H2 Wild Flower
やくざの女7＞3:50極道アパートpartII
未亡人刹那情欲 風間ゆみ
相談されても困るんですよ総集編8
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浅海ゆづき 恋する冒険者
誘女、派遣します episode37
凍牌～裏レート麻雀闘牌録 第2話
あずぱち！ #23
インフォメーション
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#17
麻雀最強戦2021男子プロ
一撃必殺 A卓
パチスロキャノンボールS20#6（終）
海賊王船長タックS3#3
パチンコキャノンボールS16#6（終）
首領の野望
ミナミ 劇場版7 先物取引の蟻地獄
マリアの乳房
咲村良子 麗しき秘めごと
若妻家庭教師 ありふれた人妻の…
欲しがり奈々ちゃん ひとくち、ちょうだい
扉を閉めた女教師

凛咲子 恋のリズム
パチスロキャノンボールS1#3
あずぱち！ #1
MEGAパチ ♯4

 第1話＞12:30 第2話
麻雀最強戦2021男子プロ
一撃必殺 B卓
海賊王船長タックS10#3
海賊王船長タックS3#4
あずぱち！ #24
首領の野望 完結編
ミナミ 劇場版8 詐欺師の運命
くりいむレモン 劇場版
只埜なつみ どうして欲しいの？
あまくちナイト2
悶絶上映 銀幕の巨乳
海底悲歌 背徳の旋律

みうららら Luxury
凍牌～裏レート麻雀闘牌録 第2話
男ともだち #13

#1＞12:00 #2
彷徨う侠たち
麻雀最強戦2021男子プロ
一撃必殺 決勝卓
パチスロキャノンボールS21#1
海賊王船長タックS3#5
パチンコキャノンボールS17#1
極道の教典 第四章
ミナミ 劇場版9 保険金横領
RPGな妻＞23:40水樹たま
いけない！ルナ先生 第1話
蒼猫いな 君しかいない
昭和悲哀物語 川上ゆう
未亡人刹那情欲 風間ゆみ

雪村花鈴 きみと青春。
MEGAパチ ♯5
パチスロキャノンボールS2#3
あずぱち！ #2
ツキとスッポンぽん #384
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#17

日本統一50＞14:00日本統一51
タックS10#4＞17:00タックS3#6
あずぱち！ #25
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～
ミナミ 劇場版10 待つ女
青春H2 Wild Flower
奥村美香 優しい雨
極道アパートpartII
やくざの女7
昭和悲哀物語 川上ゆう
人妻禁断情交 北条麻妃
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ミッシェル愛美 白い妖精
相談されても困るんですよ総集編8
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第二章～
パチスロキャノンボールS21#2
鬼越トマホークの格闘スクランブル#4

日本統一50
日本統一51
海賊王船長タックS3#7
パチンコキャノンボールS17#2
どうにか貧乏家族 #161
三代目代行2
実録 外道の群れ 流血の鎮魂歌
妖美伝奇 新説牡丹灯籠弐 
童貞BOYS vs 隣のお姉さん
エクスタシー・キャットウィッチLISA 
仁義スロッター冴子
鈴木ゆうは アンダンテ

みうららら Luxury
凍牌～裏レート麻雀闘牌録 第1話
パチスロキャノンボールS20#6（終）
ツキとスッポンぽん #381
相談されても困るんですよ総集編7
闇金の帝王 銀と金5 相続殺人
修羅のみち10 －九州全面戦争－
インフォメーション
海賊王船長タックS3#3
パチンコキャノンボールS16#6（終）
どうにか貧乏家族 #157
堕悪 ～DARK～
横浜暗黒街1 ～華炎～
ごくつまの恋
欲しがり奈々ちゃん ひとくち、ちょうだい
扉を閉めた女教師
若妻家庭教師 ありふれた人妻の…
琴井ありさ ほろ酔い上司は妙に…

西田麻衣 昼顔
パチスロキャノンボールS1#2
海賊王船長タックS10#3
ツキとスッポンぽん #382
MEGAパチ ♯4
相談されても困るんですよ総集編7
闇金の帝王 銀と金6 戦慄の罠
修羅のみち11 四国最終戦争
海賊王船長タックS3#4
あずぱち！ #24
どうにか貧乏家族 #158
堕悪 ～DARK～2
横浜暗黒街2 ～侠華～
海底悲歌 背徳の旋律
悶絶上映 銀幕の巨乳

あまくちナイト＞2:30  2
未梨一花 みりベスト

浅海ゆづき 恋する冒険者
おかのさんといっしょ #14
凍牌～裏レート麻雀闘牌録 第1話
パチスロキャノンボールS21#1
ツキとスッポンぽん #383
闇金ドッグス
修羅のみち12 完結篇
インフォメーション
海賊王船長タックS3#5
パチンコキャノンボールS17#1
どうにか貧乏家族 #159
日本統一51
極道の教典 第五章
やくざの女6
小悪魔妻 美乳で誘う
させ子の同棲日記
いけない！ルナ先生 第1話
鈴木ゆうは アンダンテ

未梨一花＞8:40相談…総集編7
パチスロキャノンボールS2#2
海賊王船長タックS10#4
MEGAパチ ♯5
修羅の世界2
修羅の抗争-極道はクリスチャン-
海賊王船長タックS3#6
あずぱち！ #25
どうにか貧乏家族 #160
三代目代行 
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第二章～
青春H2 半分処女とゼロ男
やくざの女7
美熟女 田園不倫づくし
極道アパートpartII
昭和青線宿物語 渾身の性戯
しのびあい 翔田千里
相談されても困るんですよ総集編8
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葉月愛梨 愛梨としたい9つのコト
相談されても困るんですよ総集編8
鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出#18
日本統一50
極道の紋章レジェンド 第八章
女ともだち #16
海賊王船長タックS3#7
どうにか貧乏家族 #161
パチスロキャノンボールS21#2

#3＞19:30 #4（終）
三代目代行2
青春H2 Wild Flower
仁義スロッター冴子
奥村美香 優しい雨
妖美伝奇 新説牡丹灯籠弐
昭和背徳物語 牧原れい子
誘女、派遣します episode38

浅海ゆづき 恋する冒険者
インフォメーション
闇金の帝王 銀と金5 相続殺人

八局麻雀5 #1
八局麻雀5 #2
インフォメーション
女ともだち #14
海賊王船長タックS3#3
どうにか貧乏家族 #157
麻雀最強戦2021男子プロ
一撃必殺 A卓
堕悪 ～DARK～
ミナミ 劇場版7 先物取引の蟻地獄
若妻家庭教師 ありふれた人妻の…
鈴木ゆうは アンダンテ
ごくつまの恋
エクスタシー・キャットウィッチLISA 

極道の教典 第四章
パチスロキャノンボールS1#1
闇金の帝王 銀と金6 戦慄の罠

#3＞12:30 #4（終）
凸凹戦隊ゼニゲバン #41
海賊王船長タックS3#4
貧乏家族#158＞17:30タックS10#3
麻雀最強戦2021男子プロ
一撃必殺 B卓
堕悪 ～DARK～2
ミナミ 劇場版8 詐欺師の運命
あまくちナイト2
水野遥香 ずっとそばにいて
若妻家庭教師 ありふれた人妻の…
貞操崩壊 結城みさ
未亡人刹那情欲 風間ゆみ
しのびあい 翔田千里

高槻実穂 いたずらしないで
日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～
闇金ドッグス
日本統一50
女ともだち #15
海賊王船長タックS3#5
どうにか貧乏家族 #159
パチスロキャノンボールS21#1
誘女、派遣します episode38
麻雀最強戦2021男子プロ
一撃必殺 決勝卓
日本統一51
ミナミ 劇場版9 保険金横領
いけない！ルナ先生 第1話
雪村花鈴 きみと青春。
やくざの女6
貞操崩壊 結城みさ
人妻禁断情交 北条麻妃

リベンジ ～血の報復～
パチスロキャノンボールS2#1
相談されても困るんですよ総集編7
修羅の世界2
闇金ドッグス
凸凹戦隊ゼニゲバン #42
海賊王船長タックS3#6
どうにか貧乏家族 #160
海賊王船長タックS10#4

八局麻雀5 #1
八局麻雀5 #2
三代目代行 
ミナミ 劇場版10 待つ女
極道アパートpartII
ミッシェル愛美 白い妖精
青春H2 半分処女とゼロ男
禁断愛 義兄との快感に燃える若妻

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。

日本のタブーに踏み込もうとする氷室と田村は、政治家御用
達のクラブの女を保護した。二人は大日本礎會の堀井から笹
島財団に関する事実を聞く。その帰り、京浜連合会の組員から
襲撃を受けるが、氷室らを助けたのは、意外な人物だった―。
※10月は、『日本統一50』もあわせて放送！

賭け麻雀で荒稼ぎをする日々をおくる高校生・ケイ。その自宅
に匿う異国の少女・アミナとの生活費を稼ぐために賭け麻雀
に走っていたのだ。ケイの実力を見込んだ裏社会の仲介人・
関は、レートの高い賭け麻雀の舞台へとケイを誘う。
※10月は、『凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 第2話～第4話』もあわせて放送！

©志名坂高次（ヤングチャンピオン）2006©2013志名坂高次（ヤングチャンピオン）／エスピーオー©2021 スターコーポレーション2

2013年 45分 10/3(月) 9：00～他
【出演】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 第1話
2021年 75分 TV初放送 10/16(日) 21：00～他
【出演】本宮泰風 山口祥行 寺田農 小沢仁志

日本統一51

●話題の超ヒットシリーズ新作！ ●大人気本格麻雀コミックの実写化！

Oct

10



INDEX 2022.10 ※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

終

終

終

終

極道の教典 第四章 2015年 73分
【初回】9㊐6:00【再】15･18･22【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 第五章 2015年 70分
【初回】17㊊21:00【再】19･20･22【監】片岡修二【出】白竜 岡崎二朗 村野武範 保阪尚希

彷徨う侠たち 2012年 87分
【初回】8㊏21:10【再】18･28【監】辻裕之【出】竹内力 山口祥行 堀田眞三 加納竜

哀川翔×中野英雄の任侠ドラマ。日本極道社会の最高峰にある関東黒
鉄連合。若頭・榊斎は”鎖”と呼ばれる私兵団を使い、地位を確立してい
た。ある日、総長の銃殺事件が発生、榊が逮捕される。

三代目代行 
2014年 80分 
【監】渋谷正一【出】中野英雄 本宮泰風 牧原れい子 哀川翔
【初回】23㊐21:00【再】24･26･28

三代目代行2 2014年 75分
【初回】30㊐21:00【再】31【監】渋谷正一【出】中野英雄 本宮泰風 牧原れい子 哀川翔

実録・外道の群れ 流血の鎮魂歌 2007年 86分
【初回】31㊊21:00【監】山村淳史【出】高木淳也 ジェリー藤尾 小沢仁志 中野英雄

修羅の抗争-極道はクリスチャン- 2000年 106分
【初回】24㊊13:30【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

修羅の世界2 2021年 75分
【初回】23㊐9:20【再】24【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10 九州全面戦争 2004年 88分
【初回】3㊊13:50【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】10㊊13:50【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】17㊊13:50【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】7㊎19:20【再】8【監】渋谷正一【出】小沢和義 嘉門洋子 古井榮一 火野正平

小沢仁志主演。生活安全課の一匹狼・犬飼は、犯人逮捕の折に偶然
USBメモリーを手に入れる。しかし、そのUSBこそが、国家の命運を握
るとんでもない情報がインプットされたものだった。

堕悪 ～DARK～
2011年 76分 
【監】辻裕之【出】小沢仁志 神楽坂恵 松田優
【初回】2㊐21:00【再】3･5･7

堕悪 ～DARK～2 2011年 72分
【初回】9㊐21:00【再】10･12･14【監】辻裕之【出】小沢仁志 翔田千里 本宮泰風 ジェリー藤尾

大人気本格麻雀コミックの実写版！賭け麻雀で荒稼ぎをする日々をお
くる高校生・ケイ。ケイの実力を見込んだ裏社会の仲介人・関は、ある日
よりレートの高い賭け麻雀の舞台へとケイを誘う。

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 第1話
2013年 45分 
【監】小沼雄一【出】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優
【初回】3㊊9:00【再】8･11･17

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 第2話 2013年 45分
【初回】4㊋9:00【再】8･11･18【監】小沼雄一【出】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 第3話 2013年 45分
【初回】5㊌9:00【再】8･13･19【監】小沼雄一【出】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 第4話 2013年 45分
【初回】6㊍9:00【再】8･13･20【監】小沼雄一【出】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優

首領の野望 2008年 83分
【初回】4㊋19:30【再】15･27【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】11㊋19:30【再】15･27【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7 先物取引の蟻地獄 1996年 82分
【初回】2㊐22:30【再】4･5･7･29【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】9㊐22:30【再】11･12･14･29【監】萩庭貞明【出】竹内力 大森嘉之 上岡龍太郎 光石研

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版9 保険金横領 1997年 83分
【初回】16㊐22:30【再】18･19･21･29【監】萩庭貞明【出】竹内力 宮谷信也 竹井みどり いしのようこ

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版10 待つ女 1997年 87分
【初回】23㊐22:30【再】25･26･28･29【監】萩庭貞明【出】竹内力 古本新之輔 竹井みどり いしのようこ

日本統一50 2021年 76分
【初回】16㊐12:30【再】22･25･30･31【監】辻裕之【出】本宮泰風 山口祥行 寺田農 小沢仁志

日本統一51 2021年 75分 TV初放送
【初回】16㊐21:00【再】17･19･21･22･25･31【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 ～関東城北戦争～ 2014年 73分
【初回】1㊏8:30【監】城島想一【出】小沢仁志 松田ケイジ 岡崎二朗 中野英雄

日本やくざ抗争史 ～絶縁 第一章～ 2014年 72分
【初回】1㊏10:00【再】15･16･25･29【監】渋谷正一【出】白竜 小沢和義 古井榮一 小沢仁志

日本やくざ抗争史 ～絶縁 第二章～ 2014年 78分
【初回】24㊊21:00【再】26･27･29･31【監】渋谷正一【出】小沢仁志 小沢和義 古井榮一 白竜

極道の紋章レジェンド 第八章 2022年 70分
【初回】15㊏19:30【再】21･22･30【監】片岡修二【出】白竜 松田一三 小沢和義 本宮泰風

裏社会や闇金に関わる人間たちの生きざまを描いた人気シリーズ。若
くしてヤクザの親分となったが足を洗うこととなった安藤は、権力を
失った途端、闇金業者から追い込みをかけられるはめに。

闇金ドッグス
2015年 89分 
【監】土屋哲彦【出】山田裕貴 紗綾 青木玄徳 津田寛治
【初回】16㊐10:20【再】17･23

闇金の帝王 銀と金5 相続殺人 1995年 81分
【監】金澤克次【出】中条きよし 豊原功補 朝岡実嶺 根上淳 【初回】2㊐8:30【再】3

闇金の帝王 銀と金6 戦慄の罠 1995年 81分
【監】辻裕之【出】中条きよし 金子賢 中尾彬 冴木かおり

やくざ だいもん

【初回】9㊐9:00【再】10

横浜、薬物、マフィアが巣くう暗黒社会。地盤に根を張る仁藤会・藤堂
組・藤堂隆一と伍城組組長・伍城完侍。時代が変化していく中、横浜を
制圧しようとする関西・河西組が現れる。

横浜暗黒街1 ～華炎～
2008年 72分 
【監】大塚祐吉【出】松方弘樹 藤田まこと 火野正平 山田辰夫
【初回】3㊊21:00【再】5･6

横浜暗黒街2 ～侠華～ 2008年 72分
【監】大塚祐吉【出】松方弘樹 藤田まこと 火野正平 山田辰夫 【初回】10㊊21:00【再】12･13

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】8㊏19:40【再】14･23

尾形スタジアム2022-23 ＃1～#5 2022年 各回25分 TV初放送
【放送日】18㊋11:30 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！＃13＆＃14は、ハライチの
岩井勇気が登場。「こんな芸人にはなっちゃダメ」という教訓について
学ぶ。紺野ぶるまと街裏ぴんくも初登場。

おかのさんといっしょ ＃9～＃14
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】5㊌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！＃4は、「成り上がりストリートファイター」
YA-MANが登場。

鬼越トマホークの格闘スクランブル ＃1～＃4
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 #4:YA-MAN
【放送日】19㊌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。＃18のゲストは哲夫（笑い飯）！

鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出 ＃17＆＃18
2022年 各回25分 TV初放送
【ゲスト】#17:田中直樹（ココリコ） #18:哲夫（笑い飯） 
【放送日】4㊋11:30 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．7&8 2019年 各回19分
【放送日】3㊊12:00 他【出】木村魚拓 沖ヒカル【ゲスト】クロちゃん 紺野ぶるま ペンギンズ 他

誘女 派遣します episode37&38 2018年 各回25分
【放送日】4㊋8:30 他【出】波多野結衣

あずぱち！～吾妻橋ぱちプロダクション外伝～ ＃1&＃2 2021年 各回38分
【放送日】7㊎22:00 他【出】木村魚拓 沖ヒカル 岡野陽一 鈴木もぐら（空気階段）他

「吾妻橋ぱちプロダクション」から生まれた実戦番組。今回は吾妻橋ぱ
ちプロダクションにも出演したギャグ芸人のYes！アキトが登場。岡野
陽一の改名企画（前編）は引き続き続行中。

あずぱち！～吾妻橋ぱちプロダクション外伝～ ＃22～＃25
2022年 各回38分 TV初放送
【出】沖ヒカル 岡野陽一 他
【放送日】26㊌23:00 他

男ともだち  #13&#14 2021年 各回55分
【放送日】14㊎22:00 他【出】木村魚拓 松本バッチ【ゲスト】ヒロシ・ヤング

女ともだち   #14～#16
2022年 各回55分 TV初放送
【出】木村魚拓 松本バッチ【ゲスト】#14:河原みのり #15&#16:ヒラヤマン
【放送日】1㊏13:30 他

海賊王船長タック season．3 #3～#7 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．10 #3＆#4 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

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #381～#385 2021年 各回29分
【放送日】毎週㊎21:30 他【出】木村魚拓 成瀬心美

凸凹戦隊ゼニゲバン #41&#42 2021年 各回58分
【放送日】隔週㊌22:00 他【出】青山りょう マリブ鈴木 亜城木仁

どうにか貧乏家族 #157～#161 2021年 各回58分
【放送日】毎週㊍22:00 他【出】木村魚拓 伊藤真一 くり おもちくん 

パチスロキャノンボール season1 #1～#6 2017年 各回55分
【放送日】9㊐8:00 他【出】青山りょう 河原みのり 東城りお（五十音順）【実況】木村魚拓 マリブ鈴木

パチスロキャノンボール season2 #1～#6 2017年 各回55分
【放送日】23㊐8:00 他【出】青山りょう 神谷玲子 東城りお（五十音順） 【実況】木村魚拓 マリブ鈴木

パチスロキャノンボール season20 #6 2022年 55分
【放送日】3㊊10:00 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

パチスロキャノンボール season21 #1＆#2 2022年 各回55分 TV初放送
【放送日】隔週㊎23:00 他【出】未定（五十音順）【実況】木村魚拓 伊藤真一

パチンコキャノンボール season16 #1～#6 2022年 各回55分
【放送日】1㊏15:30 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

パチンコキャノンボール season17 #1＆#2 2022年 各回55分 TV初放送
【放送日】隔週㊌21:00 他【出】未定（五十音順）【実況】木村魚拓 マリブ鈴木

MEGAパチ ＃4＆＃5 2022年 各回29分
【放送日】隔週㊎21:00 他【出】ドテチン 助六 優希

パチンコ・パチスロ



セクシーナイト

グラビア・アイドル

麻 雀

悶絶上映 銀幕の巨乳
2017年 68分
【監】加藤義一【出】神咲詩織 ほたる 桃宮もも
【初回】10㊊23:50【再】11･12･13･15

2017年 各回85分終

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
【放送日】2㊐17:30 他【雀士】村上淳 鈴木達也 瀬戸熊直樹 萩原聖人 他

八局麻雀5 #1～#4
【放送日】2㊐10:30 他【雀士】岡田紗佳 チャーミー中元 東城りお 中山奈々美 他

蒼猫いな 君しかいない 2022年 107分
【初回】1㊏6:00【再】18

浅海ゆづき 恋する冒険者 2022年 114分
【初回】2㊐6:00【再】4･17

新井萌花 新井ちゃんは発育中 2022年 121分 TV初放送
【初回】13㊍23:30【再】29

奥村美香 優しい雨 2022年 121分 TV初放送
【初回】25㊋23:50【再】30

織畑ミチル 優しくしてください 2022年 135分
【初回】5㊌6:00【再】21

琴井ありさ ほろ酔い上司は妙にかわいくて・・・ 2022年 123分
【初回】3㊊深夜3:50【再】20

咲村良子 麗しき秘めごと 2022年 124分 TV初放送
【初回】4㊋深夜0:00【再】7･27

鈴木ゆうは アンダンテ 2022年 108分 TV初放送
【初回】2㊐深夜1:10【再】6･17･31

高槻実穂 いたずらしないで 2022年 132分
【初回】12㊌深夜3:40【再】16

只埜なつみ どうして欲しいの？ 2022年 116分 TV初放送
【初回】11㊋深夜0:00【再】14･26

西田麻衣 昼顔 2022年 100分
【初回】10㊊6:00【再】20

葉月愛梨 愛梨としたい9つのコト 2022年 129分 TV初放送
【初回】6㊍23:30【再】15･30

愛萌なの なのグラビティ 2022年 114分
【初回】6㊍深夜3:00【再】12

みうららら Luxury 2022年 139分
【初回】3㊊6:00【再】14･18

水樹たま ママに甘えていいよ 2022年 110分 TV初放送
【初回】18㊋23:40【再】21･27

水野遥香 ずっとそばにいて 2022年 116分 TV初放送
【初回】9㊐深夜1:20【再】13･28

ミッシェル愛美 白い妖精 2022年 125分 TV初放送
【初回】23㊐深夜1:20【再】28･31

未梨一花 みりベスト 2022年 124分
【初回】10㊊深夜3:50【再】24

雪村花鈴 きみと青春。 2022年 109分 TV初放送
【初回】16㊐深夜1:30【再】20･25

凛咲子 恋のリズム 2022年 115分
【初回】7㊎深夜3:00【再】11･19

2014年 79分 

【初回】16㊐深夜0:00【再】17･18･19･22
80年代に大ヒットしたお色気漫画を実写化！友人の土々松の覗き行
為に付き合わされたことで、女子バレー部部長・桐島に目をつけられて
しまったわたるは妹・優花を賭け、バレー勝負に挑む。

いけない！ルナ先生 吼えろ！嵐のおっぱいバレー！？篇

【監】植田中【出】内野未来 深澤大河 水越朝弓 親川優志

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！ 2021年 73分
【初回】1㊏23:00【再】2･31【監】吉行由実【出】市来まひろ 真木今日子 加賀美さら

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5:00【再】23【監】薄刃紫翠【出】夏目優希

くりいむレモン 劇場版 2004年 78分
【初回】11㊋22:30【再】12･13･14･15【監】山下敦弘【出】村石千春 水橋研二 根岸季衣 大鷹明良 勝俣幸子

小悪魔妻 美乳で誘う 2020年 71分
【初回】17㊊深夜0:00【再】19･20･22【監】吉行由実【出】琴井しほり 真樹涼子 里見瑤子

ごくつまの恋 2013年 88分
【初回】2㊐深夜3:00【再】3･8【監】石川均【出】七海なな 大口兼悟 仁科貴 小沢和義

2021年 71分 

【初回】23㊐深夜0:00【再】24･25･26･29
セクシー女優、石原希望主演。金なし職なし色気なし、オンボロアパー
ト住まいの青年ヒロシ。ある日、眼前に舞い降りた天使、それはこの「日
の出荘」の新しい管理人、典子だった。

極道アパートpartII 僕とあの娘のエクスタシーDAYＳ

【監】月下秀之【出】石原希望 大野亮 ことり 仔羊エルマー 町田政則

させ子の同棲日記 2018年 83分
【初回】17㊊深夜1:10【再】21･22【監】竹洞哲也【出】なつめ愛莉 香山亜衣 加藤ツバキ

しのびあい 翔田千里 2013年 26分
【初回】9㊐深夜5:30【再】19･24･27【監】貞邪我【出】翔田千里 大島丈

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5:30【再】24【監】貞邪我【出】北条麻妃 川上ゆう

昭和背徳物語 牧原れい子 2013年 26分
【初回】14㊎深夜5:20【再】19･28･30【監】なぎら建造【出】牧原れい子 工藤健太

昭和悲哀物語 川上ゆう 2013年 26分
【初回】7㊎深夜5:30【再】18･25【監】貞邪我/なぎら建造【出】川上ゆう 田淵正浩

仁義スロッター冴子 2013年 70分
【初回】30㊐23:50【再】31【監】蒼井ひろ【出】内田美奈子 木村知幸 桂野恵一

青春H Wild Flower 2011年 71分
【初回】25㊋22:30【再】26･30【監】青木紀親【出】友田彩也香 深澤友貴 池永亜美 豊川智大

青春H2 花つみ 2011年 88分
【初回】1㊏21:30【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】22㊏深夜2:50【再】23･24【監】佐藤佐吉【出】板倉チヒロ しじみ 山本浩司

貞操崩壊 結城みさ 2013年 26分
【初回】9㊐深夜4:30【再】16･28【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】31㊊深夜0:00【監】増渕寿【出】伊東遙 白神馨之 マギー直樹

扉を閉めた女教師 2021年 71分
【初回】1㊏深夜4:40【再】3･4･8【監】城定秀夫【出】山岸逢花 吉田タケシ 細川佳央 佐倉萌

海底悲歌 背徳の旋律 2020年 71分
【初回】10㊊22:30【再】11･15【監】堂ノ本敬太【出】燃ゆる芥 長森要 生田みく 川瀬陽太

美熟女 田園不倫づくし 2018年 81分
【初回】24㊊深夜1:50【再】28･29【監】竹洞哲也【出】白木優子 南涼 横山みれい

人妻禁断情交 北条麻妃 2013年 26分
【初回】7㊎深夜5:00【再】16･25【監】貞邪我【出】北条麻妃 トニー大木

2021年 71分 

【初回】3㊊深夜0:00【再】4･5･6･8
セクシー女優・架乃ゆら主演。奈々ちゃんは幼い頃から他人が食べてい
るものや大事にしているものが何よりも素敵に見えてしまう。大企業に
就職しても上司と不倫し、それが原因で退職するはめに。

欲しがり奈々ちゃん ～ひとくち ちょうだい～

【監】城定秀夫【出】架乃ゆら 守屋文雄 稲森誠 並木塔子

マリアの乳房 2014年 87分
【初回】4㊋22:30【再】5･7･8･28【監】瀬々敬久【出】佐々木心音 大西信満 松永拓野 飯島大介

未亡人刹那情欲 風間ゆみ 2013年 26分
【初回】9㊐深夜5:00【再】18･21･26【監】貞邪我【出】風間ゆみ トニー大木

最も危険な情事 2011年 81分
【初回】1㊏深夜3:10【監】坂本太【出】風間ゆみ 艶堂しほり 千葉誠樹

【放送日】5㊌23:00 他

近代麻雀presents 麻雀最強戦2021
著名人最強決戦 A卓･B卓･決勝卓
【雀士】森川ジョージ 亀田大毅 香川愛生 新川帆立 他

やくざの女6 2016年 71分
【初回】16㊐深夜3:30【再】17･29【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

やくざの女7 2016年 74分
【初回】24㊊深夜0:20【再】25･26･27･29【監】貝原クリス亮【出】古川いおり 竹内真琴 板垣拓也

妖美伝奇新説 牡丹灯籠 弐 ～さよなら～ 2010年 84分
【初回】7㊎深夜1:30【再】30･31【監】清水匡【出】桜井まり 石井亮 水元ゆうな 螢雪次朗

連勝パチンカー れい子 ～幽霊確変大当たり！～ 2013年 70分
【初回】1㊏深夜0:30【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】5㊌深夜5:30【再】21【監】薄刃紫翠【出】春原未来

若妻家庭教師 ありふれた人妻の性体験告白 2010年 68分
【初回】2㊐深夜0:00【再】3･4･5･8･9【監】榎本敏郎【出】かすみ果穂 会澤ともみ

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1:50【監】国沢実【出】桜木優希音 栄川乃亜

あまくちナイト 2014年 79分
【初回】10㊊深夜1:00【再】13･15【監】石川二郎【出】逢坂はるな 津田篤 倖田李梨

RPGな妻 2008年 69分
【初回】18㊋22:30【再】19･20･21･22【監】森角威之【出】天川るる 若菜ひかる 浦井崇 美里ゆう

2014年 78分 

【初回】9㊐深夜0:00【再】10･11･14･15
会社の後輩・萌奈花と愛人契約を結んでいる春平は、ある日萌奈花が
見知らぬ男と寄り添っているところを目撃する。同時に経理部の肉食美
女・千秋に誘惑され・・・。 

あまくちナイト2

【監】石川二郎【出】逢坂はるな 津田篤 伊東紅 倖田李梨

咲村良子 葉月愛梨 鈴木ゆうは 只埜なつみ 水野遥香

水樹たま 雪村花鈴 ミッシェル愛美 新井萌花 奥村美香




