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野々宮ミカ 文豪セクレタリー
葉月つばさ 純水
プロレスリングWAVE＃339

日本統一15
日本統一16
八局麻雀9＃1
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃10
パチスロキャノンボール season5＃4
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん＃181
実録 絶縁状
日本統一
V☆パラダイス特別編集版1
耳をかく女
新・夜王誕生
夢とSEXに溺れる女どもの飽くなき欲望
若妻の清算
小泉かな 恋かな
透明彼女 season6＃8 三宿菜々

森咲智美 咲露-エロ-
誘女、派遣します episode38
誘女、派遣します episode39
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃14
なにわ忠臣蔵
海賊王船長タック season．3＃11
誘女、派遣します episode36
日本統一 V☆パラダイス特別編集版1

パチスロキャノンボール season5＃1
パチスロキャノンボール season5＃2
パチスロキャノンボール season5＃3
パチスロキャノンボール season5＃4
パチスロキャノンボール season5＃5
パチスロキャノンボール season5＃6（終）
パチスロキャノンボール 2018敗者復活バトル
満淫電車 混雑DELUXE
堕落 背徳妻の憂鬱
透明彼女 season6＃12 みのり
喫茶グラビアパラダイス＃2

朝比奈祐未 体験入国
恵比寿マスカッツの
すぽスポSPORTS＃14

なにわ忠臣蔵
日本統一22
制覇15
パチドルクエスト season7＃13（終）
パチスロキャノンボール season5＃6（終）

千年の松
千年の松 完結編

八局麻雀9＃1
八局麻雀9＃2
誘女、派遣します episode39
極道の門 第五部
稲穂の無頼～死闘の果て～完結編
堕落 背徳妻の憂鬱
透明彼女 season6＃12 みのり
永井里菜 Cure×Rina

23

鈴木ゆき 心恋-うらごい-
ありす 初恋ありす

日本統一22＞ 日本統一23
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘 決勝卓
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃13
海賊王船長タック season．6＃14
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃184
実録 絶縁状
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS＃14
日本統一 V☆パラダイス特別編集版4
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉛
すんドめNew2
072戦隊Gレンジャー
猛毒Y談 人喰い秘宝館
喫茶グラビアパラダイス＃2
女家庭教師 毒親の玩具
透明彼女 season6＃11 古河由衣
誘女、派遣します episode38

安位薫 Prima Stella 1st Image
池田ゆり Sexy Body
海賊王船長タック season．6＃14
日本統一17
パチドルクエスト season7＃12
耳をかく女
海賊王船長タック season．6＃14
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓑ
パチドルクエスト season7＃6
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉛
パチドルクエスト season7＃12
闇金ドッグス7
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #8
Shame Hair モーニングセット、牛乳、春
極道の門 第四部
朝比奈祐未 体験入国
新・夜王誕生 夢とSEXに溺れる女どもの飽くなき欲望
透明彼女 season6＃11 古河由衣
喫茶グラビアパラダイス＃2

草野綾 ボクの最高な彼女
桃咲あや Milky Glamour
海賊王船長タック season．3＃10
極道の門 第四部
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃13
Shame Hair モーニングセット、牛乳、春
海賊王船長タック season．3＃10
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘 決勝卓
パチドルクエスト season7＃7
誘女、派遣します episode38
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #8
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃13
難波金融伝 ミナミの帝王18
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃14
プロレスリングWAVE＃343
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃185
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節 最終大将戦
恵理の看護日誌
女闇金－マキ－ 金とSEXが呼ぶ肉欲煉獄
透明彼女 season6＃11 古河由衣

朝比奈祐未 体験入国
霜月めあ キミにめあめあ
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃14
シャークネード カテゴリー2
海賊王船長タック season．6＃14
日本統一16
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃14
八局麻雀8 #3
パチドルクエスト season7＃8
プロレスリングWAVE＃343
海賊王船長タック season．6＃14
日本統一17
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん＃185
海賊王船長タック season．3＃11
パチドルクエスト season7＃13（終）
Shame Hair モーニングセット、牛乳、春
女闇金－マキ－

金とSEXが呼ぶ肉欲煉獄
耳をかく女

鈴木ゆき 心恋-うらごい-
安位薫 Prima Stella 1st Image
パチドルクエスト season7＃13（終）
制覇15
海賊王船長タック season．3＃11
闇金ドッグス7
パチドルクエスト season7＃13（終）
八局麻雀8 #4
パチドルクエスト season7＃9
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃185
海賊王船長タック season．3＃11
シャークネード カテゴリー2
プロレスリングWAVE＃343
難波金融伝 ミナミの帝王18
誘女、派遣します episode39
パチスロキャノンボール season5＃6（終）
透明彼女 season6＃12 みのり
新・夜王誕生 夢とSEXに溺れる女どもの飽くなき欲望
Shame Hair モーニングセット、牛乳、春
喫茶グラビアパラダイス＃2

草野綾 ボクの最高な彼女
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS＃13
プロレスリングWAVE＃343

難波金融伝 ミナミの帝王15
難波金融伝 ミナミの帝王16
難波金融伝 ミナミの帝王17
難波金融伝 ミナミの帝王18
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃14
パチスロキャノンボール season5＃6（終）
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃185
日本統一 V☆パラダイス特別編集版5
誘女、派遣します episode39
Shame Hair モーニングセット、牛乳、春
女闇金－マキ－ 金とSEXが呼ぶ肉欲煉獄
恵理の看護日誌
新・夜王誕生
夢とSEXに溺れる女どもの飽くなき欲望
喫茶グラビアパラダイス＃2
透明彼女 season6＃12 みのり

野々宮ミカ 文豪セクレタリー
安田七奈 ななづくし
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃13
闇金ドッグス7
海賊王船長タック season．3＃10
シャークネード カテゴリー2
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓐ
パチドルクエスト season7＃5
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #8
海賊王船長タック season．3＃10
極道の門 第四部
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉛
日本統一17
耳をかく女
女闇金－マキ－

金とSEXが呼ぶ肉欲煉獄
恵理の看護日誌
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS＃14

森咲智美 咲露-エロ-
桃咲あや Milky Glamour
プロレスリングWAVE＃342
闇金ドッグス7
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節④

シャークネード カテゴリー2
パチンコキャノンボール season1＃5
パチンコキャノンボール season1＃6（終）
パチドルクエスト season7＃12
海賊王船長タック season．6＃14
日本統一16
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節 最終大将戦
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #8
極道の門 第四部
難波金融伝 ミナミの帝王18
恵理の看護日誌
透明彼女 season6＃11 古河由衣
安位薫 Prima Stella 1st Image

草野綾 ボクの最高な彼女
池田ゆり Sexy Body
パチドルクエスト season7＃12
極道の門 第三部
海賊王船長タック season．3＃10
闇金ドッグス6
パチドルクエスト season7＃12
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘 決勝卓
パチドルクエスト season7 #4
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃184
海賊王船長タック season．3＃10
ザ・ガンマン
プロレスリングWAVE＃342
難波金融伝 ミナミの帝王17
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉛
海賊王船長タック season．6＃14
透明彼女 season6＃11 古河由衣
喫茶グラビアパラダイス＃2
女家庭教師 毒親の玩具
すんドめNew2

鈴木ゆき 心恋-うらごい-
桐山瑠衣 ゆれつづける
パチスロキャノンボール season5＃5
稲穂の無頼～哀しき相克～
パチドルクエスト season7＃11
不倫純愛
パチスロキャノンボール season5＃5
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編 決勝卓
パチドルクエスト season7 #1
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉚
パチドルクエスト season7＃11
闇金ドッグス6
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #7
すんドめNew2
日本統一23
草野綾 ボクの最高な彼女
女家庭教師 毒親の玩具
透明彼女 season6＃10 倉田夏希

目黒璃彩 見つめていたい
桃咲あや Milky Glamour
海賊王船長タック season．3＃9
日本統一23
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃12
すんドめNew2
海賊王船長タック season．3＃9
八局麻雀8 #1
パチドルクエスト season7 #2
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #7
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃12
難波金融伝 ミナミの帝王17
誘女、派遣します episode38
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃13
プロレスリングWAVE＃342
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃184
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘 決勝卓
猛毒Y談 人喰い秘宝館
072戦隊Gレンジャー
透明彼女 season6＃10 倉田夏希

小泉かな 恋かな
ありす 初恋ありす
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃13
ザ・ガンマン
パチスロキャノンボール season5＃5
実録 絶縁状
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃13
八局麻雀8 #2
パチドルクエスト season7 #3
プロレスリングWAVE＃342
パチスロキャノンボール season5＃5
稲穂の無頼～哀しき相克～
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん＃184
海賊王船長タック season．3＃10
パチドルクエスト season7＃12
すんドめNew2
072戦隊Gレンジャー
不倫純愛
喫茶グラビアパラダイス＃1

Burlesque Tokyo Vol．2 Chloe
葉月つばさ 純水
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃12
闇金ドッグス6
海賊王船長タック season．3＃9
ザ・ガンマン
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃12
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突 決勝卓
パチンコキャノンボール season1＃6（終）
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #7
海賊王船長タック season．3＃9
日本統一23
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉚
稲穂の無頼～哀しき相克～
不倫純愛
072戦隊Gレンジャー
猛毒Y談 人喰い秘宝館
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS＃13

鈴木ゆき 心恋-うらごい-
池田ゆり Sexy Body
闇金ドッグス6
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編 決勝卓
ザ・ガンマン
パチンコキャノンボール season1＃6（終）
パチドルクエスト season7＃11
パチスロキャノンボール season5＃5
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉚
極道の門 第三部
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節③
あなたといく
酒と温泉ふたり旅4 #7

日本統一23
難波金融伝 ミナミの帝王17
猛毒Y談 人喰い秘宝館
透明彼女 season6＃10 倉田夏希
桃咲あや Milky Glamour

Burlesque Tokyo Vol．2 Chloe
葉月つばさ 純水
プロレスリングWAVE＃340

闇金ドッグス3
闇金ドッグス4
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓐ
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃11
海賊王船長タック season．6＃13
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん＃182
日本統一
V☆パラダイス特別編集版2

恵比寿マスカッツの
すぽスポSPORTS＃13

妻の恋人
友達のお母さん 禁断DELUXE
恋い慕う 彼に抱かれたい
透明彼女 season6＃9 和地つかさ

森咲智美 咲露-エロ-
霜月めあ キミにめあめあ
パチドルクエスト season7＃10
極道の門 第一部
海賊王船長タック season．3＃8
闇金の帝王 銀と金7 裏競馬地獄
パチドルクエスト season7＃10
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓐ
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃182
海賊王船長タック season．3＃8
コンフィデンス
プロレスリングWAVE＃340
難波金融伝 ミナミの帝王15
誘女、派遣します episode36
海賊王船長タック season．6＃13
透明彼女 season6＃9 和地つかさ
喫茶グラビアパラダイス＃1
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
妻の恋人

友達のお母さん 禁断DELUXE
喫茶グラビアパラダイス＃1
桐山瑠衣 ゆれつづける
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃11
コンフィデンス
パチスロキャノンボール season5＃4
闇金ドッグス3
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃11
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節②
パチンコキャノンボール season1＃4
プロレスリングWAVE＃340
パチスロキャノンボール season5＃4
実録 大日本菊水会 双龍伝
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃182
海賊王船長タック season．3＃8
パチドルクエスト season7＃10
妻の恋人
友達のお母さん 禁断DELUXE
死んでもいいの 百年恋して
喫茶グラビアパラダイス＃1

野々宮ミカ 文豪セクレタリー
安田七奈 ななづくし
海賊王船長タック season．3＃7
ギャングシティ 大阪黙示録
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃10
妻の恋人
海賊王船長タック season．3＃7
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節①
パチンコキャノンボール season1＃3
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #5
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃10
難波金融伝 ミナミの帝王15
誘女、派遣します episode36
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃11
プロレスリングWAVE＃340
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃182
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓐ
恋い慕う 彼に抱かれたい
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #10

小泉かな 恋かな
篠崎こころ Star Festival
パチスロキャノンボール season5＃4
実録 大日本菊水会 双龍伝
パチドルクエスト season7＃9
死んでもいいの 百年恋して
パチスロキャノンボール season5＃4
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編Ⓐ
パチンコキャノンボール season1 #2
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉘
パチドルクエスト season7＃9
闇金の帝王 銀と金7 裏競馬地獄
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #5
妻の恋人
ギャングシティ 大阪黙示録
森咲智美 咲露-エロ-
覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
透明彼女 season6＃8 三宿菜々

目黒璃彩 見つめていたい
長澤茉里奈 まりChuu
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃10
闇金の帝王 銀と金7 裏競馬地獄
海賊王船長タック season．3＃7
コンフィデンス
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃10
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突Ⓐ
パチンコキャノンボール season1 #1
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #5
海賊王船長タック season．3＃7
ギャングシティ 大阪黙示録
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉘
実録 大日本菊水会 双龍伝
死んでもいいの 百年恋して
友達のお母さん 禁断DELUXE
恋い慕う 彼に抱かれたい
透明彼女 season6＃8 三宿菜々
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS #9

Burlesque Tokyo Vol．2 Chloe
美沙希 恋人気分
闇金の帝王 銀と金7 裏競馬地獄
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編Ⓐ
コンフィデンス
海賊王船長タック season．3＃7
パチドルクエスト season7＃9
パチスロキャノンボール season5＃4
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉙
極道の門 第一部
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節①
あなたといく
酒と温泉 ふたり旅4 #5

ギャングシティ 大阪黙示録
難波金融伝 ミナミの帝王15
恋い慕う 彼に抱かれたい
透明彼女 season6＃8 三宿菜々
桐山瑠衣 ゆれつづける

女子大生 恥じらいの発情
霜月めあ キミにめあめあ
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃12
正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官
海賊王船長タック season．6＃13
闇金ドッグス4
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃12
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節④

パチスロキャノンボール season5＃3
プロレスリングWAVE＃341
海賊王船長タック season．6＃13
実録 大日本菊水会 双龍伝 完結編
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃183
海賊王船長タック season．3＃9
パチドルクエスト season7＃11
すんドめNew
女子大生 恥じらいの発情
過激派オペラ
誘女、派遣します episode36

野々宮ミカ 文豪セクレタリー
ありす 初恋ありす
パチドルクエスト season7＃11
極道の門 第二部
海賊王船長タック season．3＃9
闇金ドッグス5
パチドルクエスト season7＃11
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓑ
パチスロキャノンボール season5＃4
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃183
海賊王船長タック season．3＃9
正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官
プロレスリングWAVE＃341
難波金融伝 ミナミの帝王16
パチスロキャノンボール season5＃5
透明彼女 season6＃10 倉田夏希
OLと人妻 ～北へ向かう女たち～
すんドめNew
誘女、派遣します episode37

OLと人妻 ～北へ向かう女たち～
誘女、派遣します episode37
安田七奈 ななづくし
プロレスリングWAVE＃341

実録 大日本菊水会 双龍伝
実録 大日本菊水会 双龍伝 完結編
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓑ
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃12
パチスロキャノンボール season5＃5
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃183
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS＃13
日本統一
V☆パラダイス特別編集版3

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS＃14
すんドめNew
女子大生 恥じらいの発情
ナース夏子の熱い夏
透明彼女 season6＃10 倉田夏希

小泉かな 恋かな
桐山瑠衣 ゆれつづける
海賊王船長タック season．3＃8
ギャングシティ2 大阪黙示録
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃11
すんドめNew
海賊王船長タック season．3＃8
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節③
パチスロキャノンボール season5＃2
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #6
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃11
難波金融伝 ミナミの帝王16
誘女、派遣します episode37
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃12
プロレスリングWAVE＃341
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん＃183
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 女達の死闘Ⓑ
ナース夏子の熱い夏
透明彼女 season6＃9 和地つかさ
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS＃12

目黒璃彩 見つめていたい
美沙希 恋人気分
海賊王船長タック season．6＃13
実録 大日本菊水会 双龍伝 完結編
パチドルクエスト season7＃10
過激派オペラ
海賊王船長タック season．6＃13
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編Ⓑ
パチスロキャノンボール season5 #1
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉙
パチドルクエスト season7＃10
闇金ドッグス5
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #6
すんドめNew
ギャングシティ2 大阪黙示録
鈴木ゆき 心恋-うらごい-
OLと人妻 ～北へ向かう女たち～
透明彼女 season6＃9 和地つかさ

森咲智美 咲露-エロ-
篠崎こころ Star Festival
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃11
闇金ドッグス5
海賊王船長タック season．3＃8
正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官
パチマガGIGAWARS超 シーズン5＃11
麻雀最強戦2017
男子プロ代表決定戦 超技巧派大激突Ⓑ
誘女、派遣します episode37
パチンコキャノンボール season1＃5
あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #6
海賊王船長タック season．3＃8
ギャングシティ2 大阪黙示録
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉙
実録 大日本菊水会 双龍伝 完結編
過激派オペラ
女子大生 恥じらいの発情
ナース夏子の熱い夏
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS＃11

覗かれた人妻 完全盗撮スペシャル
喫茶グラビアパラダイス＃1
長澤茉里奈 まりChuu
闇金ドッグス5
麻雀最強戦2017
著名人代表決定戦 技巧編Ⓑ
正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官
パチンコキャノンボール season1＃5
パチドルクエスト season7＃10
海賊王船長タック season．6＃13
極道の門 第二部
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節②

あなたといく 酒と温泉ふたり旅4 #6
ギャングシティ2 大阪黙示録
難波金融伝 ミナミの帝王16
ナース夏子の熱い夏
透明彼女 season6＃9 和地つかさ
ありす 初恋ありす
喫茶グラビアパラダイス＃1

年末年始スペシャル企画!＜TV初放送&シリーズ一挙＞【侠たちの天下統一が今、始まる―!】

12／１（土） 午後5：00～9：00 他
日本統一 V☆パラダイス特別編集版

監督：山本芳久 
出演：本宮泰風、小沢仁志、梅宮辰夫、山口祥行、哀川翔、白竜 

2013アドバンス／販売元：オールインエンタテインメント

横浜の不良・氷室と田村はその腕っ節で地元ヤクザを解散に追い込
んだ。それをきっかけに命を狙われるようになる。ある日、巨大組織・
侠和会の川谷に認められるものの、三上組との抗争事件に発展する。

※12／31～１／４は毎日12：00より
　『日本統一 V☆パラダイス特別編集版』シリーズ
　を連日一挙放送

・特別編集版１：（第１話～第３話） 12／１㈯ 午後5：00～9：00 他
・特別編集版２：（第４話～第７話） 12／８㈯ 午後5：00～10：10 他
・特別編集版３：（第８話～第11話） 12／15㈯ 午後5：00～10：10 他
・特別編集版４：（第12話～第14話） 12／22㈯ 午後5：00～8：30 他
・特別編集版５：（第15話～第17話） 12／29㈯ 午後5：00～8：40 他


