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石岡真衣 ボクの最高な彼女
紺野栞 好きでもいいですか？
劇場版 教科書にないッ！2
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第三節③

THE GREY 凍える太陽
パチンコキャノンボール
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パチドルクエスト season8 ＃8
海賊王船長タック season．6 ＃18
制覇16
八局麻雀9 #4（終）
おふろやさん日和 第4話
制覇17
難波金融伝 ミナミの帝王22
ヤンキー先生
透明彼女 season7 ＃7 南沙羽
ちとせよしの Pure smile

祥子 恋愛ブランコ
山地まり 恋のはじまり
海賊王船長タック season．6 ＃18
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麻雀最強戦2017
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パチドルクエスト season7 ＃12
おふろやさん日和 第4話
パチドルクエスト season8 ＃8
制覇17
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!33
日本統一19
18倫 アイドルを探せ！
特命ヘッドハンター理奈
ヤンキー先生
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃16

緒方咲 Supreme
鈴原りこ りこぴん
パチンコキャノンボール season2 ＃4
日本統一19
海賊王船長タック season．6 ＃18
18倫 アイドルを探せ！
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麻雀最強戦2017
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劇場版 教科書にないッ！2
おふろやさん日和 第4話
劇場版 教科書にないッ！3
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千代田唯 Only Lesson お願い！唯先生
エクスタシー・リベンジ-香織- 妖艶美女の甘き罠
透明彼女 season7 ＃7 南沙羽
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石神澪 Love u
パチドルクエスト season8 ＃8
制覇17
パチンコキャノンボール season2 ＃4
劇場版 教科書にないッ！3
海賊王船長タック season．6 ＃18
麻雀最強戦2017 女流プレミアトーナメント 野望の女達 決勝卓
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃17
おふろやさん日和 第4話
海賊王船長タック season．3 ＃19
難波金融伝 ミナミの帝王22
誘女、派遣します 第四回 誘女クィーンポイント発表会
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃8
プロレスリングWAVE ＃352
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃194
八局麻雀9 #4（終）
ヤンキー先生
喫茶グラビアパラダイス ＃4
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透明彼女 season7 ＃7 南沙羽
喫茶グラビアパラダイス ＃4
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パチドルクエスト season8 ＃8
日本統一18
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魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃194
海賊王船長タック season．3 ＃20
パチドルクエスト season8 ＃9
劇場版 教科書にないッ！3
特命ヘッドハンター理奈
18倫 アイドルを探せ！
喫茶グラビアパラダイス ＃4

みのり 美味しくみのりました
石神澪 Love u
劇場版 教科書にないッ！
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦 決勝卓
ハングリー・ラビット
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃2
海賊王船長タック season．3 ＃18
パチドルクエスト season8 ＃7
パチスロキャノンボール season6 ＃3
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!33
誘女、派遣します episode40
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節①
おふろやさん日和 第3話
大激突2 果てなき抗争
難波金融伝 ミナミの帝王21
幻界エロス経典 竹取物語
透明彼女 season7 ＃6 青科まき
葉月ゆめ 美しい人だから

緒方咲 Supreme
織田真実那 Hip&Leg
パチスロキャノンボール season6 ＃3
劇場版 教科書にないッ！
海賊王船長タック season．3 ＃18
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パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃6
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
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おふろやさん日和 第3話
パチドルクエスト season8 ＃7
大激突2 果てなき抗争
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!32
むこうぶち8 高レート裏麻雀列伝 邪眼
魔王街 サディスティック・シティ
フリーズ・ミー
乳酸菌飲料販売員の女
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃15

稲垣彩夏 僕のいいなり
瑞本詩音 Milky Glamour
喫茶グラビアパラダイス ＃3
ナチュラル ウーマン
麻雀最強戦2017 女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓐ
デイライツ・エンド
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パチドルクエスト season8 ＃5
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おふろやさん日和 第1話
大激突 果てなき抗争
難波金融伝 ミナミの帝王19
クリーニング屋の女房 若い男に恋して…
透明彼女 season7 ＃4 伊藤里織
紺野栞 好きでもいいですか？
誘女、派遣します episode38

稲垣彩夏 僕のいいなり
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パチンコキャノンボール season2 ＃3
実説 沖縄ヤクザ抗争

いくさ世アシバー 完結編
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18倫
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麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓑ
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ナチュラル・ウーマン2010
おふろやさん日和 第2話
愛の病
日本統一25
緒方咲 Supreme
義妹の乱れた喪服

みのり 美味しくみのりました
小日向ななせ こひななちゃん
海賊王船長タック season．6 ＃17
ナチュラル・ウーマン2010
海賊王船長タック season．3 ＃17
エレベーター
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃5
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パチドルクエスト season7 #3
おふろやさん日和 第2話
パチドルクエスト season8 ＃6
日本統一25
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉛
実説 沖縄ヤクザ抗争 いくさ世アシバー 完結編
18倫
ボインのお宿 熟女大宴会！
テキ屋ガールズ
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃14

塚田綾佳 初恋あやぽん
山地まり 恋のはじまり
ナチュラル・ウーマン2010
麻雀最強戦2017
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透明彼女 season7 ＃5

佐野マリア
鈴原りこ りこぴん

春菜めぐみ ごめんね、先輩
佐藤美咲 セカンドLOVE
プロレスリングWAVE ＃348
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八局麻雀9 #3
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃4
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乳酸菌飲料販売員の女
満淫電車 混雑DELUXE
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みのり 美味しくみのりました
和地つかさ ふわふわハニー
海賊王船長タック season．3 ＃16
極道の門 第五部
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃4
闇金ドッグス9
パチドルクエスト season8 ＃5
パチスロキャノンボール

2018敗者復活バトル
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実説 沖縄ヤクザ抗争 いくさ世アシバー
ピンクレディ 女はそれを我慢できないッ
ミク、僕だけの妹
クリーニング屋の女房 若い男に恋して…
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みのり 美味しくみのりました
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ミク、僕だけの妹
クリーニング屋の女房 若い男に恋して…
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誘女、派遣します episode39

祥子 恋愛ブランコ
和地つかさ ふわふわハニー
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日本統一25
パチンコキャノンボール season2 ＃3
愛の病
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誘女、派遣します episode39
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海賊王船長タック season．3 ＃18
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第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第二節④
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃18
愛の病
ボインのお宿 熟女大宴会！
テキ屋ガールズ
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義妹の乱れた喪服
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キュートな若手女優6名が、銭湯とその街をめぐる、1話完結の艶やか情報ドラマ

２／３（日） スタート 毎週日曜 午後８：３０～９：００ 他
おふろやさん日和

監督：田尻裕司　　出演（第1話）：天木じゅん、銭湯OLやすこ、銭湯店主 ほか

キュートな若手女優6名が、銭湯とその街をめぐる、1話完結の艷やか情報ドラマ全12話。
６名の女優たちが、それぞれ異なる役柄を好演し、銭湯の特徴やこだわり、歴史を紹介し
ながら、街探訪とグルメも味わうドラマが展開。本編で登場する銭湯は、東京都浴場組合
公認の「銭湯ライター」で目利きの”銭湯OLや
すこさん”が、コーディネート。ご登場コーナー
「おふろやさんで小話」も必見です。
第1話『宮造りの銭湯～曙湯～』。
川井園子（21）は、文学部国文学科の大学生。銭
湯好きの彼氏・遼平にふられたばかり。まだ彼へ
の想いを引きずり中。訪れた五反野の街を歩き、
彼との思い出に浸りながら、歴史を感じる造りの
銭湯「曙湯」に立ちよることにした。2018ピープス/販売元：オールインエンタテインメント

極道アクションシリーズ2作、TV初放送！

２／３（日） 午後９：００～１０：３０ 他
大激突 果てなき抗争

監督：港雄二　　出演：山口祥行、長谷直美、小沢和義、小沢仁志

京浜連合・森貞組若頭の安田は、組員の岩見が恋人と一緒に死んでいた事件が、敵
対関係にある黒川組・藤岡総業組長の藤岡の仕業ではないかと思案する。しかし真
相は、黒川組若頭の成田が、与党議員の
岡田の依頼で実行した暗殺だった！成田
は今回の騒動を、森貞組と藤岡総業との
抗争に発展させようと画策する。両組の抗
争は次第に勢いを増し、ついに藤岡総業
組員が森貞組組員を弾いてしまった。連絡
を受けた安田は激高、弟分の甲山と共に、
藤岡総業の事務所に乗り込むのだが…。
※２月は、『大激突2 果てなき抗争』も合わせ
て放送！ 「おふろやさん日和」プロジェクト

実戦パチスロ番組“season6”絶賛放送中！

２／15（金） 午後１１：００～１２：００ 他
パチスロキャノンボール season６ ＃３

出演：青山りょう、フェアリン、美原アキラ（五十音順）
実況：木村魚拓、伊藤真一

番組レギュラーの生き残りをかけて強者女性スロッター3人がガチ対
決！今をときめく強者女性スロッター3人が番組レギュラーの生き残り
をかけてガチ対決！大人気パ
チスロライターはもちろん、異
業種からの挑戦者も登場。脱
落する1名は誰だ！？
※２月は、『パチスロキャノンボー
ル season6』＃１、＃２、『パチ
スロキャノンボール 2018敗者
復活バトル』も合わせて放送！

V☆パラダイス


