
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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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。
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▼『闇金ドッグス』連続放送

▼『八局麻雀7』連続放送

▼『八局麻雀7』連続放送

▼『セブンカラーズ』連続放送

▼『闇金ドッグス』連続放送

▼『セブンカラーズ』連続放送

▼『いけない！ルナ先生』連続放送

▼『罪と罰 北条麻妃 川上ゆう』連続放送

▼『セブンカラーズ』連続放送

▼『鬼越トマホークの格闘スクランブル』連続放送

▼『八局麻雀7』連続放送

▼『罪と罰 北条麻妃 川上ゆう』連続放送

▼『あずぱち！』連続放送

▼『八局麻雀6』連続放送

▼『あずぱち！』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

▼『鬼越トマホークの格闘スクランブル』連続放送

▼『八局麻雀7』連続放送

▼『あずぱち！』連続放送

▼『誘女、派遣します』連続放送

▼『凍牌～裏レート麻雀闘牌録～』連続放送

▼『三代目代行』連続放送

▼『関東極道連合会』連続放送

▼『罪と罰 北条麻妃 川上ゆう』連続放送

▼『難波金融伝 ミナミの帝王』連続放送

▼『パチンコキャノンボール season17』連続放送

▼『日本統一』連続放送

▼『セブンカラーズ』連続放送

▼『覇道』連続放送

▼『三代目代行』連続放送
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藤田もも＞8:30誘女epi41
パチスロキャノンボールS4#6（終）
タックS3#12＞11:30ツキスポ#389
織田同志会 織田征仁 第九章
ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続
おかのさんといっしょ #17
パチンコキャノンボールS17#4
どうにか貧乏家族 #166
女ともだち #18
日本統一51
MEGAパチ ♯8
ツキとスッポンぽん #390
あずぱち！ #5
海賊王船長タックS10#7
青春H2 エレナー電気工業
青春H2 Wild Flower
磯部優花＞4:50良妻娼婦
乱れる背徳の旋律

藤乃あおい＞8:10相談…総集編11
おかのさんといっしょ #18
男ともだち #16
海賊王船長タックS3#13
ツキとスッポンぽん #390
MEGAパチ ♯8
三代目代行5
ミナミの帝王 劇場版11 追憶
あずぱち！ #28
どうにか貧乏家族 #167
凸凹戦隊ゼニゲバン #45
織田同志会 織田征仁 第九章
誘女epi41＞21:30ツキスポ#391
男ともだち #17
パチスロキャノンボールS21#5
人妻の湿地帯 舌先に乱されて
LAST LOVE 愛人
篠見星奈＞5:30良妻娼婦

美月絢音 みつきのひみつ
相談されても困るんですよ総集編11
パチスロキャノンボールS5#6（終）
海賊王船長タックS3#14
ツキとスッポンぽん #391
誘女、派遣します episode42
三代目代行6
ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続
パチンコキャノンボールS17#5
どうにか貧乏家族 #168
女ともだち #19
闇金ドッグス2
MEGAパチ ♯9
ツキとスッポンぽん #392
あずぱち！ #6
タックS10#8＞0:00つれこむ女
くりいむレモン 蕾のかたち
小柳歩＞5:20夜這いの掟

ちとせよしの＞8:40相談…総集編12
男ともだち #17
海賊王船長タックS3#15
ツキとスッポンぽん #392
MEGAパチ ♯9
日本統一52
ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償
あずぱち！ #29
どうにか貧乏家族 #169
凸凹戦隊ゼニゲバン #46
闇金ドッグス3
鬼奴＆RGの歌謡スナック #20
ツキとスッポンぽん #393
男ともだち #18
パチスロキャノンボールS21#6（終）
色眼鏡 藍染小紋の女 -沙織-
ゆきおんな＞2:30 木更かのん
ちとせよしの＞5:30 夜這いの掟

山本ゆう Love Affair
鬼越トマホークの格闘スクランブル#5
パチスロキャノンボールS6#6（終）
タックS3#16＞11:30ツキスポ#393
許されざる者
 ミナミの帝王 劇場版14 借金極道
パチンコキャノンボールS17#6（終）
貧乏家族#170＞18:00女ともだち#20
極道の紋章レジェンド 第九章

epi41＞21:00 epi42
ツキとスッポンぽん #394
鬼奴＆RGの歌謡スナック #20
鬼越トマホークの格闘スクランブル#6
キャノンボール 番外地
やくざの女8
青春H2 ぱぴぃオールドマン
市原薫＞5:30 罪と罰 後篇
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小柳歩 真骨頂
番組案内
関東極道連合会 第一章
日本やくざ抗争史 ～首領襲撃～
あずぱち！ #5

闇金ドッグス
闇金ドッグス2
誘女、派遣します episode41
ツキとスッポンぽん #390
極道の紋章レジェンド 第九章
日本統一51
青春H2 エレナー電気工業
やくざの女8
銭湯童貞 風呂屋バイト・ケンちゃん…
極道アパートpartII 
朝比奈祐未 禁断の欲情妄想
禁断師弟関係 村上涼子

麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 A卓

全日本竜凰位トーナメント篇 第1話
全日本竜凰位トーナメント篇 第2話
全日本竜凰位トーナメント篇 第3話
全日本竜凰位トーナメント篇 第4話
あずぱち！ #28
男ともだち #17
凸凹戦隊ゼニゲバン #45
ツキとスッポンぽん #391

三代目代行3＞19:30 4
日本統一51
LAST LOVE 愛人
みだら妻の妄想不倫
団地妻の誘惑＞3:00人妻の湿地帯 
逢いびき＞5:40相談…総集編11

麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 B卓

覇道＞10:30 完結編
パチンコキャノンボールS17#5
あずぱち！ #6
女ともだち #19
ツキとスッポンぽん #392

三代目代行5
三代目代行6
織田同志会 織田征仁 第九章
くりいむレモン 蕾のかたち
童貞幽霊 あの世の果てで…

セブンカラーズ＞1:20 2
つれこむ女 ハレンチ異空間
朝比奈祐未 禁断の欲情妄想

麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 決勝卓

第一章＞9:40 第二章
相談されても困るんですよ総集編12
あずぱち！ #29
男ともだち #18
凸凹戦隊ゼニゲバン #46
ツキとスッポンぽん #393

劇場版11＞18:00 劇場版12
劇場版13＞21:00 劇場版14
ゆきおんな
デコトラ・ギャル 奈美
いけない！ルナ先生 第3話
色眼鏡＞3:40 めごま

前篇＞5:20 後篇

日本やくざ抗争史 ～首領襲撃～
日本やくざ抗争史 ～巨大組織分裂～

パチンコキャノンボールS17#1
パチンコキャノンボールS17#2
パチンコキャノンボールS17#3
パチンコキャノンボールＳ17#4
パチンコキャノンボールＳ17#5
パチンコキャノンボールＳ17#6（終）
男ともだち#18＞18:10女ともだち#20
ツキとスッポンぽん #394

日本統一51＞21:10 52
極道の紋章レジェンド 第九章
青春H2 ぱぴぃオールドマン
時空変態人間 時間よ止まれ！
時空変態人間 もしも時間が…
いけない！ルナ先生 第2話
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天木じゅん＞8:40相談…総集編11
パチスロキャノンボールS4#5
日本統一51

#3＞13:30 #4（終）
鬼奴＆RGの歌謡スナック#19
どうにか貧乏家族 #165
女ともだち #18
パチスロキャノンボールS21#4
日本やくざ抗争史 ～首領襲撃～
海賊王船長タックS3#12
どうにか貧乏家族 #166
おかのさんといっしょ #17

#26＞0:30 #27
やくざの女8
青春H2 エレナー電気工業
いけない！ルナ先生 第1話

山本ゆう Love Affair
おかのさんといっしょ #17
凍牌～全日本竜凰位T篇 第4話
あずぱち！ #28

#2＞12:00 #3
MEGAパチ ♯8
麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 A卓
どうにか貧乏家族 #166
ゼニゲバン#45＞18:30タックS10#7
やくざ抗争史 西成愚連隊
タックS3#13＞22:00貧乏家族#167
どうにか貧乏家族 #167
おかのさんといっしょ #18
ちとせよしの ちとせな彼女
みだら妻の…＞2:00 LAST LOVE…
桐山瑠衣 インモラルK

市原薫 Milky Glamour
おかのさんといっしょ #18
パチスロキャノンボールS5#5
パチンコキャノンボールS17#5
尾形スタジアム2022-23 #6

epi41＞12:30 epi42
麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 B卓
どうにか貧乏家族 #167
女ともだち #19
パチスロキャノンボールS21#5
やくざ抗争史  西成愚連隊 完結篇
海賊王船長タックS3#14
どうにか貧乏家族 #168
尾形スタジアム2022-23 #7
星名美津紀＞1:30童貞幽霊
くりいむレモン＞4:00藤田もも

夏来唯＞8:40相談…総集編12
凍牌～全日本竜凰位T篇 第4話
あずぱち！#29＞11:30誘女epi41

#4＞12:30 #5
麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 決勝卓
鬼奴＆RGの歌謡スナック #19
どうにか貧乏家族 #168
凸凹戦隊ゼニゲバン #46
海賊王船長タックS10#8
関東極道連合会 第二章
海賊王船長タックS3#15
どうにか貧乏家族 #169
鬼越トマホークの格闘スクランブル #6
美月絢音＞1:40 ゆきおんな
デコトラ・ギャル 奈美
朝比奈祐未 禁断の欲情妄想

西永彩奈 イケナイ隠しごと
鬼越トマホークの格闘スクランブル#4
パチスロキャノンボールS6#5
パチンコキャノンボールS17#6（終）
誘女、派遣します episode42

#3＞13:30 #4（終）
どうにか貧乏家族 #169
女ともだち #20
相談されても困るんですよ総集編12
パチスロキャノンボールS21#6（終）
日本やくざ抗争史 ～巨大組織分裂～
タックS3#16＞22:00貧乏家族#170

 #28＞0:00 #29
時空変態人間 時間よ止まれ！
青春H2 ぱぴぃオールドマン
未梨一花 みりグラマー
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夏来唯 夏の秘密
相談されても困るんですよ総集編12
凍牌～全日本竜凰位T篇 第3話
どうにか貧乏家族 ＃166
MEGAパチ ♯8
ツキとスッポンぽん ＃390
やくざ抗争史 西成愚連隊
三代目代行5
女ともだち ＃18
タックS10＃7＞18:30タックS3#12
ミナミの帝王 劇場版11 追憶
あずぱち！ ＃28
凸凹戦隊ゼニゲバン ＃45
麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 A卓
LAST LOVE 愛人
みだら妻の妄想不倫
団地妻の誘惑 陽あたり良好

ちとせよしの オトナの方程式
相談されても困るんですよ総集編11
スロキャノS5#4＞10:00貧乏家族#167
尾形スタジアム2022-23 #5
ツキとスッポンぽん #391
やくざ抗争史 西成愚連隊 完結篇 
三代目代行6
凸凹戦隊ゼニゲバン #45
パチスロキャノンボールS21#5
海賊王船長タックS3#13
ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続
パチンコキャノンボールS17#5
女ともだち #19
麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 B卓
くりいむレモン＞2:40童貞幽霊
セブンカラーズ2
禁断師弟関係 村上涼子

花咲ひより 恋花火
相談されても困るんですよ総集編11
凍牌～全日本竜凰位T篇 第3話
どうにか貧乏家族 #168
MEGAパチ ♯9
ツキとスッポンぽん #392
関東極道連合会 第二章
日本統一52
女ともだち #19
タックS10#8＞18:30タックS3#14
ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償
あずぱち！ #29
凸凹戦隊ゼニゲバン #46
麻雀最強戦2021男子プロ
歴代王者決戦 決勝卓
ゆきおんな＞1:40 デコトラ・ギャル
いけない！ルナ先生 第3話
藤乃あおい 限界突破

大石恵理＞8:10相談…総集編12
鬼越トマホークの格闘スクランブル#3
パチスロキャノンボールS6#4
貧乏家族#169＞11:30ツキスポ#393
日本やくざ抗争史 ～巨大組織分裂～
許されざる者
凸凹戦隊ゼニゲバン #46
パチスロキャノンボールS21#6（終）
海賊王船長タックS3#15
ミナミの帝王 劇場版14 借金極道
パチンコキャノンボールS17#6（終）
女ともだち #20

#26＞0:00 #27
青春H2 ぱぴぃオールドマン
時空変態人間 時間よ止まれ！
時空変態人間 もしも時間が…
罪と罰 前篇 北条麻妃 川上ゆう
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天木じゅん 僕の彼女は…
相談されても困るんですよ総集編11
凍牌～全日本竜凰位T篇 第2話
あずぱち！ #5
覇道
麻雀最強戦2021 タイトルホルダー
頂上決戦 A卓
海賊王船長タックS10#7
海賊王船長タックS3#12
パチンコキャノンボールS17#4
覇道 完結編
ミナミの帝王 劇場版11 追憶
LAST LOVE 愛人
藤乃あおい＞2:00団地妻の誘惑
みだら妻の妄想不倫

前篇＞5:10 後篇
相談されても困るんですよ総集編11

篠見星奈 聖なる季節
パチスロキャノンボールS5#3
男ともだち #17
尾形スタジアム2022-23 #4
関東極道連合会 第一章
麻雀最強戦2021 タイトルホルダー
頂上決戦 B卓
パチスロキャノンボールS21#5
海賊王船長タックS3#13
インフォメーション
あずぱち！ #28
日本やくざ抗争史 ～首領襲撃～
ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続
くりいむレモン 蕾のかたち
美月絢音 みつきのひみつ
童貞幽霊 あの世の果てで…

セブンカラーズ＞4:30 2

星名美津紀 みづきゅん！
尾形スタジアム2022-23 #6
凍牌～全日本竜凰位T篇 第2話
あずぱち！ #6
尾形スタジアム2022-23 #7

#2＞12:30 #3
麻雀最強戦2021 タイトルホルダー
頂上決戦 決勝卓
相談…総集編12＞15:00誘女epi42
タックS10#8＞17:00タックS3#14
パチンコキャノンボールS17#5
関東極道連合会 第一章
ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償
ゆきおんな＞23:30 未梨一花
いけない！ルナ先生 第3話
デコトラ・ギャル 奈美
青春H2 エレナー電気工業

花咲ひより＞8:40相談…総集編12
パチスロキャノンボールS6#3
男ともだち #18
鬼越トマホークの格闘スクランブル#2
誘女、派遣します episode42

#1＞14:00 #2
パチスロキャノンボールS21#6（終）
海賊王船長タックS3#15
あずぱち！ #29
日本やくざ抗争史 ～首領襲撃～
ミナミの帝王 劇場版14 借金極道
青春H2 ぱぴぃオールドマン
西永彩奈 イケナイ隠しごと
時空変態人間 もしも時間が…
時空変態人間 時間よ止まれ！

前篇＞5:20 後篇
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藤田もも ももまにあ
誘女、派遣します episode41
凍牌～全日本竜凰位T篇 第1話
海賊王船長タックS10#7
ツキとスッポンぽん #390
MEGAパチ ♯8
右向け左！2　自衛隊へ行こう
三代目代行3
海賊王船長タックS3#12
パチンコキャノンボールS17#4
どうにか貧乏家族 #166
三代目代行5
やくざ抗争史 西成愚連隊 
逢いびき
みだら妻の妄想不倫
人妻の湿地帯 舌先に乱されて
団地妻の誘惑 陽あたり良好
ちとせよしの オトナの方程式

天木じゅん 僕の彼女は天木じゅん
相談されても困るんですよ総集編11
パチスロキャノンボールS5#2
パチスロキャノンボールS21#5
ツキとスッポンぽん #391
相談されても困るんですよ総集編12
右向け左！自衛隊へ行こう 劇場版
三代目代行4
海賊王船長タックS3#13
あずぱち！ #28
どうにか貧乏家族 #167
三代目代行6
やくざ抗争史  西成愚連隊 完結篇

セブンカラーズ＞23:50 2
童貞幽霊 あの世の果てで…
つれこむ女 ハレンチ異空間
磯部優花 はじめて物語

夏来唯 夏の秘密
相談されても困るんですよ総集編11
凍牌～全日本竜凰位T篇 第1話
海賊王船長タックS10#8
ツキとスッポンぽん #392
MEGAパチ ♯9
闇金ドッグス3
極道の紋章レジェンド 第九章
海賊王船長タックS3#14
パチンコキャノンボールS17#5
どうにか貧乏家族 #168
日本統一52
関東極道連合会 第二章
めごま 花魁娘と帯遊び
デコトラ・ギャル 奈美
色眼鏡 藍染小紋の女 -沙織-
いけない！ルナ先生 第3話
桐山瑠衣 インモラルK

星名美津紀 みづきゅん！
誘女、派遣します episode41
パチスロキャノンボールS6#2
パチスロキャノンボールS21#6（終）
ツキとスッポンぽん #393
誘女、派遣します episode42
関東極道連合会 第一章
織田同志会 織田征仁 第九章
海賊王船長タックS3#15
あずぱち！ #29
どうにか貧乏家族 #169
許されざる者
日本やくざ抗争史 ～巨大組織分裂～

第1話＞0:10 第2話
時空変態人間 時間よ止まれ！
時空変態人間 もしも時間が…
やくざの女8

6:00
8:30

10:30
13:30
14:30
16:00
17:00
18:30

21:00
22:30
0:00
1:10
3:10
4:40
5:10
5:40

6:00
7:30
9:10
10:40

11:00
14:00
15:00
16:30
17:30
19:00

21:00
22:30

0:00
2:40
4:30

6:00
9:10
9:30
10:00

10:30
14:00
15:00
16:30
17:30
19:00
19:20

21:00
22:30
0:00
1:10
3:20

6:00
8:40
9:00
10:00
10:30
12:30
14:00
15:00
16:30
17:30
19:00
19:30
21:00
22:30
0:00
1:30
3:10
4:30

木更かのん 少女願望
右向け左！2　自衛隊へ行こう

#1＞12:00 #2
女ともだち #18
海賊王船長タックS3#12
どうにか貧乏家族 #166
海賊王船長タックS10#7
麻雀最強戦2021 タイトルホルダー
頂上決戦 A卓
三代目代行5
ミナミの帝王 劇場版11 追憶
団地妻の誘惑 陽あたり良好
山本ゆう Love Affair
逢いびき
夜這いの掟 加山なつ子
乱れる背徳の旋律
相談されても困るんですよ総集編11

ちとせよしの ちとせな彼女
右向け左！自衛隊へ行こう 劇場版
パチスロキャノンボールS5#1
相談されても困るんですよ総集編12

#3＞12:30 #4（終）
凸凹戦隊ゼニゲバン #45
海賊王船長タックS3#13
どうにか貧乏家族 #167
パチスロキャノンボールS21#5
麻雀最強戦2021 タイトルホルダー
頂上決戦 B卓
三代目代行6
ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続

セブンカラーズ＞1:20 2
市原薫 Milky Glamour
やくざの女8

小柳歩 真骨頂
相談されても困るんですよ総集編11
誘女、派遣します episode42
MEGAパチ ♯9

闇金ドッグス2＞12:00 3
女ともだち #19
海賊王船長タックS3#14
どうにか貧乏家族 #168
海賊王船長タックS10#8
相談されても困るんですよ総集編12
麻雀最強戦2021 タイトルホルダー
頂上決戦 決勝卓
日本統一52
ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償
いけない！ルナ先生 第3話
花咲ひより 恋花火
めごま＞4:30 逢いびき

未梨一花 みりグラマー
相談されても困るんですよ総集編12
パチスロキャノンボールS6#1
鬼奴＆RGの歌謡スナック #20
闇金ドッグス3
織田同志会 織田征仁 第九章
凸凹戦隊ゼニゲバン #46
海賊王船長タックS3#15
どうにか貧乏家族 #169
パチスロキャノンボールS21#6（終）
鬼越トマホークの格闘スクランブル#6
極道の紋章レジェンド 第九章
許されざる者
ミナミの帝王 劇場版14 借金極道
時空変態人間 もしも時間が…
大石恵理 現役ヘアメイクが…
いけない！ルナ先生 第2話
青春H2 エレナー電気工業

2021年 71分 TV初放送 12/18(日) 21：00～他
【出演】本宮泰風 山口祥行 寺田農 小沢仁志

2022年 115分 TV初放送 12/30(金) 23：00～
【出演】木村魚拓 伊藤真一 マリブ鈴木【ゲスト】河原みのり【実況】青山りょう 神谷玲子

日本統一52 キャノンボール 番外地

風見は七人会を私有化し始め、東京の秩序は崩壊していく。氷
室と田村は都内のホテルで風見の攻撃に遭い苦戦。そして神
戸でも、山崎一門の面々と侠和会会長・川谷が何者かに襲撃
されるが・・・。
※12月は、『日本統一51』もあわせて放送！

普段は実況解説をしている3人が1日限りの実戦対決する、
キャノンボールシリーズのスピンオフ特番!実況解説を担当
する3人が1日限りのバトルを決行。賞金獲得の条件はゲス
トの河原みのりの実戦収支を上回ること。果たして勝者
は・・・？

©V☆パラダイス©2022 スターコーポレーション21

●話題の超ヒットシリーズ新作！ ●キャノンボールシリーズのスピンオフ企画が登場！

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。

●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

Dec
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INDEX 2022.12 ※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
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関東極道連合会の発起に一役買った関東右翼任侠連合国士会々長・
守川は連合会発足前、共産党が武装蜂起した際に武力で鎮圧する“反
共抜刀隊”を名乗り、博徒部隊と的屋集団を結集させていた。

関東極道連合会 第二章
2014年 88分 
【監】岬英昭【出】中野英雄 小沢仁志 北代高士 千葉真一
【初回】19㊊21:00【再】21･22･24

天才少年雀士・Kの活躍により、シマを巡る熾烈な抗争を制した桜輪会
は、今後すべての抗争は麻雀で行うとの指令を出していた。そんな桜輪
会の次の矛先は、麻雀賭博を秘かに繰り返す佐々山組̶。

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 全日本竜凰位トーナメント篇 第1話
2013年 46分 
【監】小沼雄一【出】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優 松本若菜 本宮泰風
【初回】5㊊9:00【再】10･19

織田同志会 織田征仁 第九章 2022年 71分
【初回】2㊎12:00【再】9･17･25･26【監】KAZU【出】的場浩司 青木玄徳 大鶴義丹 伊吹剛 宇崎竜童

関東極道連合会 第一章 2014年 84分
【初回】3㊏9:20【再】13･20･24･26【監】岬英昭【出】小沢仁志 北代高士 岡崎二朗 千葉真一

三代目代行 3 2014年 71分
【初回】5㊊14:00【再】10【監】渋谷正一【出】中野英雄 本宮泰風 牧原れい子 哀川翔

三代目代行 4 2014年 75分
【初回】10㊏19:30【再】12【監】アサオ正博【出】中野英雄 小沢仁志 本宮泰風 哀川翔

三代目代行5 2015年 84分
【初回】4㊐21:00【再】5･7･9･17【監】アサオ正博【出】中野英雄 小沢仁志 本宮泰風 哀川翔

三代目代行6 2015年 71分
【初回】11㊐21:00【再】12･14･16･17【監】渋谷正一【出】中野英雄 本宮泰風 川原英之 哀川翔

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 全日本竜凰位トーナメント篇 第2話 2013年 46分
【初回】6㊋9:00【再】10･20【監】小沼雄一【出】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優 松本若菜 本宮泰風

風見は七人会を私有化し始め、東京の秩序は崩壊していく。氷室と田
村は都内のホテルで風見の攻撃に遭い苦戦。そして神戸でも、山崎一
門の面 と々侠和会会長・川谷が何者かに襲撃されるが・・・。

日本統一52
2021年 71分 TV初放送
【監】辻裕之【出】本宮泰風 山口祥行 寺田農 小沢仁志
【初回】18㊐21:00【再】19･21･23･31

日本最大の暴力団組織・丹波組三代目組長・山台富士男が病死した。
組長代行となった山辰組々長・山中辰夫は、丹波組々長・竹本一久をカ
シラに推薦するが・・・。

日本やくざ抗争史 ～巨大組織分裂～
2014年 89分 
【監】金澤克次【出】白竜 波岡一喜 古井榮一 小沢仁志
【初回】26㊊21:00【再】28･29･31

日本やくざ抗争史 ～首領襲撃～ 2014年 87分
【初回】1㊍19:30【再】3･13･27･31【監】金澤克次【出】小沢仁志 水元秀二郎 小沢和義 白竜

覇道 2008年 80分
【初回】6㊋11:30【再】17【監】辻裕之【出】小沢仁志 本宮泰風 松田一三 峰岸徹

覇道 完結編 2008年 81分
【初回】6㊋19:30【再】17【監】辻裕之【出】小沢仁志 本宮泰風 松田一三 峰岸徹

右向け左！自衛隊へ行こう2 1994年 79分
【初回】4㊐8:30【再】5【監】冨永憲治【出】うじきつよし 鳥越マリ 今井雅之 光石研

右向け左！自衛隊へ行こう 劇場版 1995年 93分
【初回】11㊐7:30【再】12【監】冨永憲治【出】村上淳 立河宜子 今井雅之 大河内浩

やくざ抗争史 猛友会 西成愚連隊 ～掃溜めの夢～ 2008年 81分
【初回】5㊊21:00【再】7･8【監】金澤克次【出】中山一也 木村一八 武蔵拳 松田優

やくざ抗争史 猛友会 西成愚連隊 完結篇 ～見果てぬ夢が覚める時～ 2008年 86分
【初回】12㊊21:00【再】14･15【監】金澤克次【出】中山一也 木村一八 武蔵拳 松田優

極道の紋章レジェンド 第九章 2022年 70分
【初回】3㊏19:00【再】19･25･30･31【監】片岡修二【出】白竜 松田一三 小沢和義 本宮泰風

闇金ドッグス 2015年 89分
【初回】3㊏13:50【監】土屋哲彦【出】山田裕貴 紗綾 青木玄徳 津田寛治

闇金ドッグス2 2016年 82分
【初回】3㊏15:30【再】16･18【監】土屋哲彦【出】山田裕貴 青木玄徳 黒田大輔 菅野莉央 波岡一喜

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 全日本竜凰位トーナメント篇 第3話 2013年 46分
【初回】7㊌9:00【再】10･21【監】小沼雄一【出】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優 松本若菜 本宮泰風

凍牌～裏レート麻雀闘牌録～ 全日本竜凰位トーナメント篇 第4話 2013年 46分
【初回】8㊍9:00【再】10･22【監】小沼雄一【出】前田公輝 茜音 市瀬秀和 一條俊 東亜優 松本若菜 本宮泰風

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版11 追憶 1998年 88分
【初回】4㊐22:30【再】6･7･9･24【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

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版12 逆転相続 1998年 82分
【初回】2㊎13:30【再】11･13･14･16･24【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

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版13 リストラの代償 1999年 86分
【初回】18㊐22:30【再】20･21･23･24【監】萩庭貞明【出】竹内力 古本新之輔 竹井みどり 斉藤洋介

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版14 借金極道 1999年 88分
【初回】24㊏21:00【再】25･27･28･30【監】萩庭貞明【出】竹内力 山本太郎 竹井みどり いしのようこ

日本統一51 2021年 75分
【初回】1㊍10:00【再】2･3･10･31【監】辻裕之【出】本宮泰風 山口祥行 寺田農 小沢仁志

安藤忠臣のもとで働く元ホストの須藤司は、女性専用の金融システム
を作り順調に女性債務者を増やしていた。須藤のもとには、元アイドル
のえりなやステージママの聖子が債務者としてやって来る。

闇金ドッグス3
2016年 78分 
【監】土屋哲彦【出】青木玄徳 山田裕貴 MEGUMI 波岡一喜
【初回】18㊐12:00【再】19･23･25

尾形スタジアム2022-23 ＃2～#7 2022年 各回25分 TV初放送
【放送日】8㊍11:30 他【出】尾形貴弘（パンサー）【ゲスト】ワッキー（ペナルティ） ニュー岡部（かたつむり）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．11&12

誘女 派遣します episode41&42

2019年 各回19分

2019年 各回25分

【放送日】1㊍8:40 他

【放送日】2㊎8:30 他

【出】木村魚拓 沖ヒカル【ゲスト】二階堂姉妹（亜樹＆瑠美） 岡田紗佳 佐々木寿人＆滝沢和典 高宮まり＆東城りお 他

【出】高橋しょう子

あずぱち！～吾妻橋ぱちプロダクション外伝～ ＃5&＃6 2021年 各回38分
【出】木村魚拓 沖ヒカル 青山りょう 岡野陽一 鈴木もぐら（空気階段）他

男ともだち #16～#18 2021年 各回55分
【放送日】9㊎9:00 他

【放送日】9㊎9:00 他

【放送日】毎週㊍21:00 他

【放送日】隔週㊎23:00 他

【放送日】2㊎22:00 他

【出】木村魚拓 松本バッチ【ゲスト】#16:滝沢和典 #17&#18:伊藤真一

海賊王船長タック season．3 #12～#16 2014年 各回58分
【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 #7＆#8 2022年 各回58分
【出】木村魚拓 青山りょう 麗奈 ちょび

町は後藤田組と、産廃の土地を狙う蛭子組の子飼の争いに巻き込まれ
ていた。温泉と争いしかない田舎町に、独りの男がフラリと現れる。その
男は、妻と子供を惨殺された元マル暴担当の男だった。

許されざる者
2011年 71分 
【監】辻裕之【出】白竜 松田優 本宮泰風 山口祥行 寺島進
【初回】25㊐21:00【再】26･28･30

クズ芸人・岡野陽一による教養バラエティ！＃17＆＃18は、おかのおに
いさんの親友・ウエストランドの井口おにいさんが登場。ストレス社会だ
からこそ伝えたい「愚痴のススメ」の授業です。

おかのさんといっしょ ＃17＆＃18
2022年 各回22分 TV初放送
【出】岡野陽一 【ゲスト】井口浩之（ウエストランド）他
【放送日】1㊍23:00 他

鬼越トマホークによる格闘技トークバラエティ！＃6は、特別企画「俺た
ちのTHE MATCH」。格闘技大好き芸人のケンコバと、のガリットチュ
ウ福島をゲストに理想の最強カードを発表する。

鬼越トマホークの格闘スクランブル ＃2～＃6
2022年 各回25分 TV初放送
【出】鬼越トマホーク【ゲスト】#6:ケンドーコバヤシ 福島善成（ガリットチュウ）
【放送日】20㊋12:00 他

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。
＃20のゲストは、博多華丸（博多華丸・大吉）。

鬼奴＆RGの歌謡スナック想ひ出 ＃19＆＃20
2022年 各回25分 TV初放送
【ゲスト】#19:兵動大樹（矢野・兵動） #20:博多華丸（博多華丸・大吉）
【放送日】1㊍15:30 他

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。
#19&20のゲストはちょび。

【放送日】1㊍17:00 他

女ともだち #18～#20
2022年 各回55分 TV初放送
【出】木村魚拓 松本バッチ【ゲスト】#18:波多野結衣 #19&#20:ちょび

普段は実況解説をしている3人が1日限りの実戦対決する、キャノン
ボールシリーズのスピンオフ特番！木村魚拓、伊藤真一、マリブ鈴木の
3人が1日限りのバトルを決行。

【放送日】30㊎23:00

キャノンボール 番外地
2022年 115分 TV初放送
【出】木村魚拓 伊藤真一 マリブ鈴木【ゲスト】河原みのり【実況】青山りょう 神谷玲子

あずぱち！～吾妻橋ぱちプロダクション外伝～ ＃26～＃29
2022年 各回38分 TV初放送
【出】青山りょう 岡野陽一 鈴木もぐら（空気階段）
【放送日】1㊍23:30 他

魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん #389～#394 2022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 #45&#46 2022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 #165～#170 2022年 各回58分
【放送日】毎週㊍22:00 他【出】木村魚拓 伊藤真一 くり 山田桃太郎 

パチスロキャノンボール season4 #5＆#6 2018年 各回55分
【放送日】1㊍9:00 他【出】東城りお フェアリン 美原アキラ（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 season5 #1～#6 2018年 各回55分
【放送日】11㊐9:10 他【出】橘リノ フェアリン 美原アキラ（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 season6 #1～#6 2018年 各回55分
【放送日】25㊐9:00 他【出】青山りょう フェアリン 美原アキラ【実況】木村魚拓 伊藤真一

パチスロキャノンボール season21 #4～#6 2022年 各回55分 TV初放送
【放送日】1㊍18:30 他【出】小柳歩 東條さとみ ヒラヤマン（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 season17 #1～#6 2022年 各回55分 TV初放送
【放送日】31㊏9:40 他【出】安藤遥 しおねえ 成田ゆうこ（五十音順）【実況】木村魚拓 マリブ鈴木

MEGAパチ ＃8＆＃9 2022年 各回29分
【放送日】隔週㊎21:00 他【出】ドテチン 助六 優希

近代麻雀presents 麻雀最強戦2021 タイトルホルダー頂上決戦 A卓･B卓･決勝卓
【放送日】4㊐18:30 他【雀士】佐々木寿人 醍醐大 矢島亨 木村和幸 他

パチンコ・パチスロ

やくざ だいもん



セクシーナイト

グラビア・アイドル

終

終

童貞幽霊 あの世の果てでイキまくれ！
2019年 70分 
【監】塩出太志【出】戸田真琴 きみと歩実 しじみ
【初回】12㊊深夜1:10【再】13･14･15･17

八局麻雀6 #3＆#4
【放送日】1㊍12:00 他【雀士】柴田英嗣 ハリウッドザコシショウ 東城りお 井上絵美子 他

朝比奈祐未 禁断の欲情妄想

天木じゅん 僕の彼女は天木じゅん

磯部優花 はじめて物語

市原薫 Milky Glamour

大石恵理 現役ヘアメイクがグラビアデビューしちゃった

木更かのん 少女願望

桐山瑠衣 インモラルK

小柳歩 真骨頂

篠見星奈 聖なる季節

ちとせよしの オトナの方程式

ちとせよしの ちとせな彼女

夏来唯 夏の秘密

西永彩奈 イケナイ隠しごと

花咲ひより 恋花火

藤田もも ももまにあ

藤乃あおい 限界突破

星名美津紀 みづきゅん！

美月絢音 みつきのひみつ

未梨一花 みりグラマー

山本ゆう Love Affair

2022年 108分

2022年 121分

2022年 118分

2022年 99分 TV初放送

2022年 92分 TV初放送

2022年 112分

2022年 126分

2022年 152分

2022年 145分

2022年 122分

2022年 49分 TV初放送

2022年 125分

2022年 119分 TV初放送

2022年 126分 TV初放送

2022年 118分

2022年 97分 TV初放送

2022年 115分 TV初放送

2022年 130分 TV初放送

2022年 127分 TV初放送

2022年 120分 TV初放送

【初回】3㊏深夜3:40【再】17･22

【初回】1㊍6:00【再】6･12

【初回】2㊎深夜2:50【再】12

【初回】11㊐深夜2:40【再】15･30

【初回】25㊐深夜1:30【再】28

【初回】4㊐6:00【再】23

【初回】8㊍深夜3:50【再】19

【初回】3㊏6:00【再】16･18

【初回】9㊎深夜3:00【再】13

【初回】5㊊深夜3:50【再】14･23

【初回】8㊍23:30【再】11･23

【初回】7㊌6:00【再】19･22

【初回】27㊋23:50【再】29

【初回】18㊐深夜1:10【再】21･27

【初回】2㊎6:00【再】5･15

【初回】6㊋深夜0:20【再】9･21

【初回】15㊍23:30【再】20･26

【初回】13㊋23:40【再】16･22

【初回】20㊋23:30【再】25･29

【初回】4㊐深夜1:10【再】8･30

2014年 75分 

【初回】26㊊深夜1:30【再】27･28･29･31
落合大輔は三浪中の予備校生。ある日、大輔は同じクラスの高円寺博
士の発明品のメガネが落ちているのに気づき、それが大輔の日常を一
変させることに・・・。

時空変態人間 時間よ止まれ！

【監】奥渉【出】星美りか 山田貴之 川崎康太郎 ホリケン。

色眼鏡 藍染小紋の女 ̶沙織̶ 2021年 74分
【初回】19㊊深夜1:10【再】23･24【監】カワノゴウシ【出】山岸逢花 中山峻 佐藤良洋

禁断師弟関係 村上涼子 2013年 26分
【初回】3㊏深夜5:30【再】14【監】貞邪我【出】村上涼子 浅見草太

くりいむレモン 蕾のかたち 2005年 67分2017年 各回85分
【初回】13㊋22:30【再】14･15･16･17【監】古田亘【出】喜田嶋りお 大島信一 今野由愛 平塚真由 水原みなみ

極道アパートpartII 僕とあの娘のエクスタシーDAYＳ 2021年 71分
【初回】3㊏深夜2:20【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

時空変態人間 もしも時間が止められたら！ 2015年 75分
【初回】25㊐深夜0:00【再】26･27･28･31【監】奥渉【出】成海うるみ 橋本雄大 田中靖教 大塚れん

青春H2 Wild Flower 2011年 71分
【初回】2㊎深夜1:30【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 エレナー電機工業 2011年 86分
【初回】1㊍深夜2:50【再】2･3･20･25【監】寺内康太郎【出】松下幸史 山本剛史

青春H2 ぱぴぃオールドマン 2012年 73分
【初回】27㊋22:30【再】28･29･30･31【監】前野朋哉【出】早乙女バッハ 眼鏡太郎 百合野もも

セブンカラーズ 2010年 73分
【初回】11㊐深夜0:00【再】12･13･17【監】蒲原生人【出】あいださくら 西野翔 成瀬心美 浅乃ハルミ 倖田李梨 夏川亜咲

セブンカラーズ2 2010年 73分
【初回】11㊐深夜1:20【再】12･13･14･17【監】蒲原生人【出】あいださくら 成瀬心美 浅乃ハルミ 倖田李梨 西野翔

銭湯童貞 風呂屋バイト・ケンちゃんの初体験物語 2015年 74分
【初回】3㊏深夜0:50【監】小淵アキラ【出】麻生希 三上貴則 滝川拳 桐山京

団地妻の誘惑 陽あたり良好 2010年 64分
【初回】4㊐深夜0:00【再】5･6･7･10【監】石川欣【出】かすみりさ 佐倉萌

つれこむ女 ハレンチ異空間 2020年 81分
【初回】12㊊深夜2:30【再】16･17【監】山内大輔【出】桜木優希音 きみと歩実 七菜原ココ

2013年 26分 

【初回】6㊋深夜4:40【再】24･27･28
ラブホテルで起きた殺人事件。容疑者に上がった伝説のコールガール
の真美を雑誌レポーターの裕子は取材することになったのだが、そこで
裕子は真美の生き方に急激に踏襲していき・・・。

罪と罰 前篇 北条麻妃 川上ゆう
【監】貞邪我【出】北条麻妃 川上ゆう

2013年 26分 

【初回】6㊋深夜5:10【再】24･27･30
セックスレスの裕子は真美の影響から、見たこともないアブノーマルで
甘美な性愛に心身ともに変貌していった。一方、裕子の夫である敬三は
真美の常連客で、真美とも関係を持っていた・・・。

罪と罰 後篇 北条麻妃 川上ゆう
【監】貞邪我【出】北条麻妃 川上ゆう

2020年 84分 

【初回】5㊊深夜0:00【再】6･7･8･10
結婚10年の記念旅行で思いで深い海辺の町を訪れた人妻の恵深。夫
の陽介は遅れてくることになっていた。そんな時、偶然高校時代の同級
生だった梢枝に出会い、懐かしさからお茶に誘う。

みだら妻の妄想不倫

【監】竹洞哲也【出】辰巳ゆい 並木塔子 加藤ツバキ

2008年 76分 

【初回】19㊊23:40【再】20･21･22･24
伝説のトラック野郎としてならした、亡き父のデコトラを受け継いだ奈
美。荷主たちにも大人気の奈美の元に、新しい相棒として加わったの
が、桃香だった。

デコトラギャル・奈美
【監】城定秀夫【出】吉沢明歩 今野梨乃 吉岡睦雄

人妻の湿地帯 舌先に乱されて 2020年 68分
【初回】5㊊深夜1:30【再】9･10【監】工藤雅典【出】希島あいり 麻倉ゆあ 並木塔子

乱れる背徳の旋律 小早川怜子 2013年 26分
【初回】2㊎深夜5:20【再】4【監】貞邪我/なぎら健造【出】小早川怜子 真田京

2014年 103分 

【初回】6㊋22:30【再】7･8･9･10
岩田はギタリストの夢を諦め、マンションの管理人をしていた。ある日、
泥酔して帰宅した住人のユミを介抱する。ユミは本職のダンスでは食
べていけず、父親ほど年の離れた男の愛人をしていた。

LAST LOVE 愛人

【監】石川均【出】桜木梨奈 火野正平 鈴木智絵 保阪尚希

良妻娼婦 音無かおり 2013年 26分
【初回】2㊎深夜4:50【再】9【監】貞邪我/なぎら健造【出】音無かおり 田淵正浩

めごま 花魁娘と帯遊び 2008年 64分
【初回】18㊐深夜3:20【再】19･24【監】元木隆史【出】範田紗  々春咲いつか 松田信行

やくざの女8 2016年 72分
【初回】1㊍深夜1:30【再】3･11･26･30【監】貝原クリス亮【出】古川いおり 板垣拓也

ゆきおんな 2009年 57分
【初回】20㊋22:30【再】21･22･23･24【監】芦塚慎太郎【出】長澤つぐみ 岡部尚 ホリケン。 二川剛久 田丸大輔 山元文雄 寺岡哲 上原奈美

夜這いの掟 加山なつ子 2013年 26分
【初回】4㊐深夜4:40【再】16･23【監】貞邪我【出】加山なつ子 中田一平

【放送日】7㊌23:00 他

近代麻雀presents 麻雀最強戦2021 男子プロ歴代王者決戦 
A卓･B卓･決勝卓
【雀士】荒正義 阿部孝則 土田浩翔 藤崎智 他

いけない！ルナ先生 第3話  愛LOVEムービー！！編

【監】中村千洋【出】吉川あいみ 深澤大河 広田礼美 高尾勇次
【初回】18㊐深夜0:00【再】19･20･21･24

2014年 62分 

逢いびき 2014年 84分
【初回】4㊐深夜3:10【再】5･10･18【監】塙幸成【出】丸純子 赤木伸輔 冨家規政 鈴木智絵

いけない！ルナ先生 吼えろ！嵐のおっぱいバレー！？篇 2014年 79分
【初回】1㊍深夜4:20【再】26【監】植田中【出】内野未来 深澤大河 水越朝弓 親川優志

いけない！ルナ先生 第2話 ギョーザと用心棒編 2014年 72分
【初回】25㊐深夜3:10【再】26･31【監】植田中【出】大塚れん 深澤大河 三田真央 蛭子能収

【放送日】4㊐10:30 他
親連荘なしの8局で行う「V☆パラダイス」オリジナルルールのもと、麻
雀大好きタレント4名と、それを迎え撃つ女流プロ雀士4名がリーグ戦
を行い、ガチで個人優勝を争う。

八局麻雀7 #1～#4
【雀士】岡田紗佳 大亀あすか 東城りお 古川彩乃 他
2017年 各回85分

山本ゆう 市原薫 ちとせよしの 花咲ひより 未梨一花

星名美津紀 藤乃あおい 西永彩奈 美月絢音 大石恵理


