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中川愛海 愛海人 ～あみんちゅ～
葉月ゆめ 美しい人だから
人間椅子
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節④

ブラインドマン
その調律は暗殺の調べ

パチンコキャノンボール
season2 ＃6（終）

海賊王船長タック season．3 ＃23
パチドルクエスト season8 ＃12
海賊王船長タック season．6 ＃20
日本統一24
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節 最終大将戦
おふろやさん日和 第8話
外道憤砕
難波金融伝 ミナミの帝王24
午後の奥様 快感DELUXE
真島なおみ Memory

緒方咲 Supreme
誘女、派遣します 第四回 誘女クィーンポイント発表会
透明彼女 season7 ＃11 涼本めぐみ
海賊王船長タック season．6 ＃20
人間椅子
海賊王船長タック season．3 ＃23
ブラインドマン その調律は暗殺の調べ
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃11
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発Ⓐ
パチンコキャノンボール season2 ＃2
おふろやさん日和 第8話
パチドルクエスト season8 ＃12
外道憤砕
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!34
やくざ抗争史 猛友会 西成愚連隊 掃溜めの夢
夢魔
SEX and the 王手!
ボインのお宿 熟女大宴会!
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃18

奈月セナ RIDE ON TIME
徳江かな 僕のあこがれ かな先生
パチンコキャノンボール season2 ＃6（終）
やくざ抗争史 猛友会 西成愚連隊 掃溜めの夢
海賊王船長タック season．6 ＃20
夢魔
海賊王船長タック season．3 ＃23
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発Ⓑ
パチンコキャノンボール season2 ＃3
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!34
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃11
人間椅子
おふろやさん日和 第8話
天然華汁さやか
外道憤砕
夏来唯 日本一OL姿が似合う
特命ヘッドハンター理奈
透明彼女 season7 ＃11 涼本めぐみ

山地まり 恋のはじまり
真島なおみ Memory
透明彼女 season7 ＃11 涼本めぐみ
パチドルクエスト season8 ＃12
外道憤砕
パチンコキャノンボール season2 ＃6（終）
天然華汁さやか
海賊王船長タック season．6 ＃20
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発 決勝卓
おふろやさん日和 第8話
海賊王船長タック season．3 ＃23
難波金融伝 ミナミの帝王24
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 ＃12
プロレスリングWAVE ＃356（終）
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃198
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節 最終大将戦
午後の奥様 快感DELUXE
SEX and the 王手!

音羽紀香 Delusion～妄想～
紺野栞 好きでもいいですか？
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃12
ブラインドマン その調律は暗殺の調べ
パチドルクエスト season8 ＃12
日本統一24
パチンコキャノンボール season2 ＃6（終）
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節③

パチンコキャノンボール season2 ＃4
プロレスリングWAVE ＃356（終）
海賊王船長タック season．6 ＃20
やくざ抗争史 猛友会 西成愚連隊 掃溜めの夢
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃198
海賊王船長タック season．3 ＃24
パチドルクエスト season8 ＃13（終）
天然華汁さやか
SEX and the 王手!
透明彼女 season7 ＃11 涼本めぐみ
夢魔

南ふみの Debut!
真島なおみ Memory
海賊王船長タック season．3 ＃24
日本統一24
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃12
人間椅子
パチドルクエスト season8 ＃13（終）
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節④

パチンコキャノンボール season2 ＃5
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん ＃198
パチンコキャノンボール season2 ＃6（終）
ブラインドマン その調律は暗殺の調べ
プロレスリングWAVE ＃356（終）
難波金融伝 ミナミの帝王24
パチスロキャノンボール season6 ＃6（終）
透明彼女 season7 ＃12（終）羽依澄玲
特命ヘッドハンター理奈
午後の奥様 快感DELUXE

夏来唯 日本一OL姿が似合う
橘更紗 さらさら
プロレスリングWAVE ＃356（終）
日本統一22
日本統一23
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節④

パチマガGIGAWARS超
シーズン6 ＃12

パチスロキャノンボール season6 ＃6（終）
パチンコキャノンボール season2 ＃6（終）
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん ＃198
難波金融伝 ミナミの帝王21
難波金融伝 ミナミの帝王22
難波金融伝 ミナミの帝王23
難波金融伝 ミナミの帝王24
SEX and the 王手!
午後の奥様 快感DELUXE
特命ヘッドハンター理奈

祥子 恋愛ブランコ
那珂川もこ Milky Glamour
白竜
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節 最終大将戦
ナチュラル ウーマン
ナチュラル・ウーマン2010
海賊王船長タック season．3 ＃24
パチドルクエスト season8 ＃13（終）
パチスロキャノンボール

season6 ＃6（終）
日本統一25
八局麻雀10 ＃1
おふろやさん日和 第9話
外道憤砕2
制覇17
ヤンキー医師
透明彼女 season7 ＃12（終）

羽依澄玲
佐藤聖羅 ミリタリーラブ

29 30 31

金山睦 睦感 -ちかん-
橘更紗 さらさら
女流闘牌伝 aki -アキ-
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
フェニックス・インシデント/襲来
パチスロキャノンボール season6 ＃5
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃3
海賊王船長タック season．3 ＃22
パチドルクエスト season8 ＃11
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!34
むこうぶち8 高レート裏麻雀列伝 邪眼
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節③
おふろやさん日和 第7話
侠の絆3
難波金融伝 ミナミの帝王23
幻界エロス教典 酒呑童子
透明彼女 season7 ＃10 那珂川もこ
徳江かな 僕のあこがれ かな先生

祥子 恋愛ブランコ
葉月ゆめ 美しい人だから
パチスロキャノンボール season6 ＃5
女流闘牌伝 aki -アキ-
海賊王船長タック season．3 ＃22
フェニックス・インシデント/襲来
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃10
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
パチドルクエスト season7 ＃11
おふろやさん日和 第7話
パチドルクエスト season8 ＃11
侠の絆3
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!33
むこうぶち9 高レート裏麻雀列伝 麻将
劇場版 教科書にないッ!3
嬢王夜曲 姉妹キャバ嬢SEX対決
幻界エロス教典 酒呑童子
誘女、派遣します episode40
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃17

緒方咲 Supreme
石神澪 Love u
甲州プリズン -刑務所-
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 野望の女達Ⓐ
マン・ダウン 戦士の約束
ガンバレルーヤの
ぱちチャレルーヤ!!＃3

海賊王船長タック season．3 ＃20
パチドルクエスト season8 ＃9
パチスロキャノンボール season6 ＃4
日本統一22
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節①

おふろやさん日和 第5話
侠の絆
難波金融伝 ミナミの帝王21
私の調教日記
透明彼女 season7 ＃8 及川麗
奈月セナ RIDE ON TIME

緒方咲 Supreme
山地まり 恋のはじまり
パチンコキャノンボール season2 ＃5
実録・国粋 竜侠 完結編
海賊王船長タック season．6 ＃19
愛の病
海賊王船長タック season．3 ＃21
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 野望の女達Ⓑ
パチドルクエスト season7 ＃7
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!32
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃9
甲州プリズン2 -刑務所-
おふろやさん日和 第6話
君といつまでも
侠の絆2
南ふみの Debut!
喫茶グラビアパラダイス ＃4
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃16

石神澪 Love u
誘女、派遣します episode40
誘女、派遣します 第四回 誘女クィーンポイント発表会
海賊王船長タック season．6 ＃19
甲州プリズン2 -刑務所-
海賊王船長タック season．3 ＃21
監視者たち 
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃9
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓑ
パチドルクエスト season7 ＃6
おふろやさん日和 第6話
パチドルクエスト season8 ＃10
侠の絆2
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!32
実録・国粋 竜侠 完結編
愛の病
清純ＯＬ 覚えたての快感
吸血ガールズ
透明彼女 season7 ＃9 東雲うみ

山地まり 恋のはじまり
紺野栞 好きでもいいですか？
甲州プリズン2 -刑務所-
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 野望の女達Ⓑ
監視者たち 
パチンコキャノンボール season2 ＃5
海賊王船長タック season．3 ＃21
パチドルクエスト season8 ＃10
海賊王船長タック season．6 ＃19
日本統一23
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節②

おふろやさん日和 第6話
侠の絆2
難波金融伝 ミナミの帝王22
吸血ガールズ
透明彼女 season7 ＃9

東雲うみ
那珂川もこ Milky Glamour

千代田唯 Only Lesson お願い!唯先生
葉月ゆめ 美しい人だから
プロレスリングWAVE ＃352
日本統一18
日本統一19
八局麻雀9 #4（終）
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃8
パチスロキャノンボール season6 ＃4
パチンコキャノンボール season2 ＃4
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃194
むこうぶち8 高レート裏麻雀列伝 邪眼
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節④
劇場版 教科書にないッ!3
特命ヘッドハンター理奈
ヤンキー先生
エクスタシー・リベンジ-香織- 妖艶美女の甘き罠
幻界エロス教典 竹取物語
誘女、派遣します 第四回 誘女クィーンポイント発表会
喫茶グラビアパラダイス ＃4
透明彼女 season7 ＃8 及川麗

金山睦 睦感 -ちかん-
ちとせよしの Pure smile
海賊王船長タック season．3 ＃20
日本統一18
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃8
劇場版 教科書にないッ!2
パチドルクエスト season8 ＃9
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第三節④

八局麻雀9 #4（終）
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃194
パチンコキャノンボール season2 ＃4
プロレスリングWAVE ＃352
THE GREY 凍える太陽
難波金融伝 ミナミの帝王22
パチスロキャノンボール season6 ＃4
透明彼女 season7 ＃8 及川麗
エクスタシー・リベンジ-香織- 妖艶美女の甘き罠
喫茶グラビアパラダイス ＃4
劇場版 教科書にないッ!3

千代田唯 Only Lesson お願い!唯先生
紺野栞 好きでもいいですか？
パチスロキャノンボール season6 ＃4
甲州プリズン -刑務所-
海賊王船長タック season．3 ＃20
マン・ダウン 戦士の約束
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃8
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 真・女王決定戦Ⓐ
パチドルクエスト season7 #1
おふろやさん日和 第5話
パチドルクエスト season8 ＃9
侠の絆
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!㉛
実録・国粋 竜侠
連結部分は電車が揺れる 妻の顔にもどれない
姉妹狂艶
私の調教日記
誘女、派遣します episode38
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃15

祥子 恋愛ブランコ
葉月ゆめ 美しい人だから
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!!＃3
実録・国粋 竜侠
パチスロキャノンボール season6 ＃4
連結部分は電車が揺れる

妻の顔にもどれない
海賊王船長タック season．3 ＃20
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 野望の女達Ⓐ
パチドルクエスト season7 #2
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!㉛
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃8
甲州プリズン -刑務所-
おふろやさん日和 第5話
君が愛したラストシーン
侠の絆
透明彼女 season7 ＃8 及川麗
喫茶グラビアパラダイス ＃4

透明彼女 season7 ＃8 及川麗
喫茶グラビアパラダイス ＃4
パチドルクエスト season8 ＃9
侠の絆
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!!＃3
君が愛したラストシーン
パチスロキャノンボール season6 ＃4
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節①
パチドルクエスト season7 #3
おふろやさん日和 第5話
海賊王船長タック season．3 ＃20
難波金融伝 ミナミの帝王21
誘女、派遣します episode38
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃9
プロレスリングWAVE ＃353
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃195
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発Ⓐ
私の調教日記
姉妹狂艶

金山睦 睦感 -ちかん-
ちとせよしの Pure smile
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃9
マン・ダウン 戦士の約束
パチドルクエスト season8 ＃9
日本統一22
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!!＃3
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節②
パチドルクエスト season7 #4
プロレスリングWAVE ＃353
パチスロキャノンボール season6 ＃4
実録・国粋 竜侠
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃195
海賊王船長タック season．3 ＃21
パチドルクエスト season8 ＃10
君が愛したラストシーン
姉妹狂艶
連結部分は電車が揺れる

妻の顔にもどれない
喫茶グラビアパラダイス ＃4

奈月セナ RIDE ON TIME
石神澪 Love u
海賊王船長タック season．3 ＃21
日本統一22
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃9
甲州プリズン -刑務所-
パチドルクエスト season8 ＃10
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発Ⓐ
パチドルクエスト season7 ＃5
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん ＃195
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!!＃3
マン・ダウン 戦士の約束
プロレスリングWAVE ＃353
難波金融伝 ミナミの帝王21
海賊王船長タック season．6 ＃19
透明彼女 season7 ＃9 東雲うみ
中川愛海 愛海人 ～あみんちゅ～
君が愛したラストシーン

中川愛海 愛海人 ～あみんちゅ～
鈴原りこ りこぴん
プロレスリングWAVE ＃353
実説 沖縄ヤクザ抗争 いくさ世アシバー
実説 沖縄ヤクザ抗争 いくさ世アシバー 完結編
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発Ⓐ
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃9
海賊王船長タック season．6 ＃19
ガンバレルーヤのぱちチャレルーヤ!!＃3
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃195
実録・国粋 竜侠
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節①
恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃19
君が愛したラストシーン
姉妹狂艶
私の調教日記
ミク、僕だけの妹
透明彼女 season7 ＃9 東雲うみ
喫茶グラビアパラダイス ＃4

千代田唯 Only Lesson お願い!唯先生
奈月セナ RIDE ON TIME
パチドルクエスト season8 ＃10
侠の絆2
パチンコキャノンボール season2 ＃5
君といつまでも
海賊王船長タック season．6 ＃19
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第三節③
パチドルクエスト season7 ＃8
おふろやさん日和 第6話
海賊王船長タック season．3 ＃21
難波金融伝 ミナミの帝王22
誘女、派遣します episode39
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃10
プロレスリングWAVE ＃354
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃196
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発Ⓑ
吸血ガールズ
清純ＯＬ 覚えたての快感

中川愛海 愛海人 ～あみんちゅ～
鈴原りこ りこぴん
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃10
監視者たち 
パチドルクエスト season8 ＃10
日本統一23
パチンコキャノンボール season2 ＃5
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第三節④

誘女、派遣します episode39
パチドルクエスト season7 ＃9
プロレスリングWAVE ＃354
海賊王船長タック season．6 ＃19
実録・国粋 竜侠 完結編
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃196
海賊王船長タック season．3 ＃22
パチドルクエスト season8 ＃11
君といつまでも
清純ＯＬ 覚えたての快感
愛の病

祥子 恋愛ブランコ
那珂川もこ Milky Glamour
海賊王船長タック season．3 ＃22
日本統一23
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃10
甲州プリズン2 -刑務所-
パチドルクエスト season8 ＃11
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発Ⓑ
パチドルクエスト season7 ＃10
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃196
パチンコキャノンボール season2 ＃5
監視者たち 
難波金融伝 ミナミの帝王22
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!34
パチスロキャノンボール season6 ＃5
透明彼女 season7 ＃10 那珂川もこ
ミク、僕だけの妹
君といつまでも
透明彼女 season7 ＃9 東雲うみ

南ふみの Debut!
ちとせよしの Pure smile
プロレスリングWAVE ＃354
大激突 果てなき抗争
大激突2 果てなき抗争
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発Ⓑ
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃10
パチスロキャノンボール season6 ＃5
パチンコキャノンボール season2 ＃5
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃196
実録・国粋 竜侠 完結編
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節②

恵比寿マスカッツのすぽスポSPORTS ＃20
君といつまでも
清純ＯＬ 覚えたての快感
吸血ガールズ
ボインのお宿 熟女大宴会!
透明彼女 season7 ＃10 那珂川もこ

緒方咲 Supreme
紺野栞 好きでもいいですか？
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃3
むこうぶち9 高レート裏麻雀列伝 麻将
パチスロキャノンボール season6 ＃5
劇場版 教科書にないッ!3
海賊王船長タック season．3 ＃22
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
プロレスリングWAVE ＃354
パチドルクエスト season7 ＃12
木村魚拓と沖ヒカルの
相談されても困るんですよ!33
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃10
女流闘牌伝 aki -アキ-
おふろやさん日和 第7話
劇場版 教科書にないッ!4
侠の絆3
音羽紀香 Delusion～妄想～
フリーズ・ミー

金山睦 睦感 -ちかん-
那珂川もこ Milky Glamour
パチドルクエスト season8 ＃11
侠の絆3
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃3
劇場版 教科書にないッ!4
パチスロキャノンボール season6 ＃5
第一回 麻雀プロ団体日本一決定戦 第四節①
パチドルクエスト season7 ＃13（終）
おふろやさん日和 第7話
海賊王船長タック season．3 ＃22
難波金融伝 ミナミの帝王23
誘女、派遣します episode40
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃11
プロレスリングWAVE ＃355
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃197
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発 決勝卓
幻界エロス教典 酒呑童子
嬢王夜曲 姉妹キャバ嬢SEX対決

南ふみの Debut!
橘更紗 さらさら
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃11
フェニックス・インシデント/襲来
パチドルクエスト season8 ＃11
むこうぶち8 高レート裏麻雀列伝 邪眼
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃3
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 season2 ＃1
プロレスリングWAVE ＃355
パチスロキャノンボール season6 ＃5
むこうぶち9 高レート裏麻雀列伝 麻将
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃197
海賊王船長タック season．3 ＃23
パチドルクエスト season8 ＃12
劇場版 教科書にないッ!4
嬢王夜曲 姉妹キャバ嬢SEX対決
ボインのお宿 熟女大宴会!
透明彼女 season7 ＃10 那珂川もこ

千代田唯 Only Lesson お願い!唯先生
徳江かな 僕のあこがれ かな先生
海賊王船長タック season．3 ＃23
むこうぶち8 高レート裏麻雀列伝 邪眼
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃11
女流闘牌伝 aki -アキ-
パチドルクエスト season8 ＃12
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発 決勝卓
木村魚拓と沖ヒカルの相談されても困るんですよ!34
魚拓と成瀬のツキとスッポンぽん ＃197
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃3
フェニックス・インシデント/襲来
プロレスリングWAVE ＃355
難波金融伝 ミナミの帝王23
透明彼女 season7 ＃10 那珂川もこ
海賊王船長タック season．6 ＃20
透明彼女 season7 ＃11 涼本めぐみ
フリーズ・ミー
劇場版 教科書にないッ!4

音羽紀香 Delusion～妄想～
石神澪 Love u
プロレスリングWAVE ＃355
むこうぶち8 高レート裏麻雀列伝 邪眼
むこうぶち9 高レート裏麻雀列伝 麻将
麻雀最強戦2017
女流プレミアトーナメント 流派抗争勃発 決勝卓
パチマガGIGAWARS超 シーズン6 ＃11
海賊王船長タック season．6 ＃20
鬼奴＆大 ぱちぱち夫婦 ＃3
魚拓と成瀬の
ツキとスッポンぽん ＃197
制覇17
第一回 麻雀プロ団体
日本一決定戦 第四節③

劇場版 教科書にないッ!4
嬢王夜曲 姉妹キャバ嬢SEX対決
幻界エロス教典 酒呑童子
フリーズ・ミー
ミク、僕だけの妹

監督：浅生マサヒロ　
出演：小沢仁志、大沢樹生、本宮泰風、田村亮

【語り継がれる男、人呼んで「不死身の竜」!】

３／２４（日）午後９：００～１０：３０ 他
外道憤砕

【ある日突然、映画の彼女が目の前に…】

君が愛したラストシーン

監督：佐藤吏　出演：吉井怜、窪塚俊介、宮地真緒、川瀬陽太

2018外道憤砕製作委員会/
　販売元：オールインエンタテインメント Love&Eros2製作委員会

３／５（火）午後９：００～１０：３０ 他

巨大任侠団体である龍文
字一家の総長、龍文字誠
剛。人呼んで「不死身の
竜」。日本中のヤクザに語
り継がれるこの男、ひとた
び外に出れば喫茶店のマ
スター「秀さん」として姿
を変え、幾多のトラブルを
自らの手で解決する、まさ
に昔気質の仁義あるヤク
ザであった。

浩介は過去に最愛の妻を失い、女性との新たな出会いに踏み込めないでいる。
会社での仕事も身が入らなくなっていた。今日も亡き妻と一緒によく見ていたお
気に入りの映画「マイエンジェル」のDVDを一人寂しく見ている浩介。作品はヒ
ロインのナースが患者たちと接し
勇気を与えようとする映画だ。何
度も観た映画。だが今日は何かが
違った。画面の中のヒロインと目
が合ったような気がする。気のせ
いかと思い画面を見つめていると
また目が合った。そしてそのヒロイ
ンが自分に向って歩いてきたかと
思うと画面から飛び出してきた。


