
時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成
6 6 放送休止 6 6 6 6 6 大島バッティングセンター２ #6

大島バッティングセンター２ #7

7 7 イカロスの瞳 #1 7 7 7 7 ドロシーのリトルHAPPY DAYS！ #14 7 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #1

イカロスの瞳 #2 ドロシーのリトルHAPPY DAYS！ #15 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #2

8 8 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #81 8 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #57 8 森杏奈のもりもりミッションください！ #22 8 8 8

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58 森杏奈のもりもりミッションください！ #23

9 9 9 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #1 9 魔法笑女マジカル☆ウッチー #18 9 9 9

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2 魔法笑女マジカル☆ウッチー #19

10 10 10 10 10 10 橘ゆりかのゴールデンライフ #7 10

橘ゆりかのゴールデンライフ #8

11 11 ルミナスルーキー #1 11 11 11 11 11

ルミナスルーキー #2

12 12 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #1 12 12 12 12 12

秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #2

13 13 まるごとTEEN GIRLS #3 13 13 13 13 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #1 13

まるごとTEEN GIRLS #4 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #2

14 14 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #1 14 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #1 14 じぇるの！ハツラツ☆TV #1 14 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #7 14 14

赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #2 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #2 じぇるの！ハツラツ☆TV #2 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #8

15 15 15 大島バッティングセンター3 #6 15 15 イカロスの瞳 #1 15 15

大島バッティングセンター3 #7 イカロスの瞳 #2

16 16 森杏奈のもりもりミッションください！ #22 16 16 16 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #81 16 ミライメイカーズ #8 16 金朋声優ラボ２ #9

森杏奈のもりもりミッションください！ #23 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 ミライメイカーズ #9 金朋声優ラボ２ #10

17 17 魔法笑女マジカル☆ウッチー #18 17 LinQの顔と名前だけでも！ #10 17 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #3 17 17 17

魔法笑女マジカル☆ウッチー #19 LinQの顔と名前だけでも！ #11 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #4

18 18 18 18 18 18 お祓え！西神社 #6 18

お祓え！西神社 #7

19 19 19 ドロシーのリトルHAPPY DAYS！ #15 19 19 ミライメイカーズ #8 19 19 松来未祐のアルカナの扉 #15

ミライメイカーズ #9 【新番組】はるかゆきよのオフレコ！ #1

20 20 20 20 20 20 20

大島バッティングセンター２ #6

21 21 21 21 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #1 21 21 21

ドロシーのリトルHAPPY DAYS！ #14 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #2 大島バッティングセンター２ #7

22 22 22 22 22 金朋声優ラボ２ #9 22 22 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82

金朋声優ラボ２ #10 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83

23 23 23 23 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 23 23 23

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83

24 24 24 松来未祐のアルカナの扉 #15 24 24 24 24

【新番組】はるかゆきよのオフレコ！ #1

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28

5 5 5 5 5 5 5戸田れい　Gokujo～極嬢～ あさだち♂テレビ!! #246 森野朝美　みすど 朝恋日和 階戸瑠李　みすど シナシナフェロモン ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #30 アップアップガールズ（仮） #34

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #181
「FUTURE GENERATION TRIO LIVE」

7月1日（水）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #185
callme「callme’s workshop」

7月7日（火）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #190
callme「callme’s workshop」

7月14日（火）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #192
夢みるアドレセンス「YUMELIVE！」

7月16日（木）公演

つれゲー #49 プレミアムグラビア #47

つれゲー #50 プレミアムグラビア #48

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #182
夢みるアドレセンス「YUMELIVE！」

7月2日（木）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #189
アイドルネッサンス「アキバで想い出トラベルネッサ

ンス」7月13日（月）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #191
「FUTURE GENERATION TRIO LIVE」

7月15日（水）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #193
「SUMMER SELECTIONS Vol.1」

7月17日（金）公演 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #29 アップアップガールズ（仮） #33

橘未憂　MIYUじあむ～みゆうの博覧会～ 田中涼子　涼想い 相澤ゆうき　ゆうきをだして～escalation 水樹たま　みすど 若妻純情物語 つれゲー #48 プレミアムグラビア #46

ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

いもシスなう #25 ＳＫＥ４８学園 #72 GracoRexパーティー #3 革命！グラドル新党 #27

GracoRexパーティー #3 革命！グラドル新党 #27 生のアイドルが好き #29 柴小聖　もののな 黒田万結花　G SHOCK

GirlsNews～エンタメ！ #30 ZAK　THE　QUEEN #180 GirlsNews～声優 #90 ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

アップアップガールズ（仮） #33 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #227 RQドリフトパラダイス #3

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #226

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #225 DOUBLE COLOR session7
～乙女新党×東京パフォーマンスドール

春菜めぐみ　Angel Kiss～ピチピチにゃんにゃん～

相田あずさ　Angel Kiss～とろける感じ～ 中村知世　Love～最後の恋～ 尾崎ナナ　みすど ナナLOVE 藍沢ひより　天使の放課後 いもシスなう #25

田中涼子　涼想い

プレミアムグラビア #46 GirlsNews～エンタメ！ #30 GirlsNews～声優 #90

佐々木心音　心香色音 水樹たま　みすど 若妻純情物語

アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #19

サーチ１グランプリ #44 ＳＫＥ４８学園 #72 生のアイドルが好き #29

iDOL Street 絶対！アイドル道 #48 いもシスなう #24

田代県立小島高校 #52 熱闘！グラドル脱衣野球拳 #4 ZAK　THE　QUEEN #180

藍沢ひより　天使の放課後 丸ノ内りあ　Reality×本当にデカップ 相田あずさ　Angel Kiss～とろける感じ～ 橋本愛実　Love Again～再会～ AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #23

田代県立小島高校 #1 Pigoo presents Kawaii POP Fest KAWAII POP FES by@JAM in台湾 @JAM 2015 Day1～First #1

田代県立小島高校 #2

プレミアムグラビア #47 プレミアムグラビア #48 無料！メドレー #76

2015/09/01(火) 2015/09/02(水) 2015/09/03(木) 2015/09/04(金) 2015/09/05(土)

ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

ＳＫＥ４８学園 #37 @JAM 2015 Day1～Second #2

田代県立小島高校 #52 GracoRexパーティー #3 ＳＫＥ４８学園 #38

2015/09/06(日)

青春ポルノグラフィー #5 青春ポルノグラフィー #6 青春ポルノグラフィー #7 あさだち♂テレビ!! #246

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #5 アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #19

GirlsNews～エンタメ！ #30

無料放送

初回放送

放送休止
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時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成
6 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #1 6 放送休止 6 ミライメイカーズ #8 6 6 6 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #1 6

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #2 ミライメイカーズ #9 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #2

7 7 7 金朋声優ラボ２ #9 7 7 7 大島バッティングセンター２ #6 7 ドロシーのリトルHAPPY DAYS！ #14

金朋声優ラボ２ #10 大島バッティングセンター２ #7 ドロシーのリトルHAPPY DAYS！ #15

8 8 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 8 8 お祓え！西神社 #6 8 8 8

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83 お祓え！西神社 #7

9 松来未祐のアルカナの扉 #15 9 9 9 9 9 9

【新番組】はるかゆきよのオフレコ！ #1

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #1

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #2

14 ミライメイカーズ #7 14 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #1 14 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #1 14 じぇるの！ハツラツ☆TV #1 14 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #7 14 14

ミライメイカーズ #8 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #2 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #2 じぇるの！ハツラツ☆TV #2 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #8

15 15 15 大島バッティングセンター3 #6 15 15 イカロスの瞳 #1 15 15

大島バッティングセンター3 #7 イカロスの瞳 #2

16 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #57 16 森杏奈のもりもりミッションください！ #22 16 16 16 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #81 16 金朋声優ラボ２ #9 16 ミライメイカーズ #8

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58 森杏奈のもりもりミッションください！ #23 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 金朋声優ラボ２ #10 ミライメイカーズ #9

17 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #1 17 魔法笑女マジカル☆ウッチー #18 17 LinQの顔と名前だけでも！ #10 17 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #3 17 17 17

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2 魔法笑女マジカル☆ウッチー #19 LinQの顔と名前だけでも！ #11 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #4

18 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #1 18 18 18 18 18 18 お祓え！西神社 #6

お祓え！西神社 #7

19 19 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #2 19 19 19 19 松来未祐のアルカナの扉 #15 19

【新番組】はるかゆきよのオフレコ！ #1

20 20 20 20 20 20 20

ルミナスルーキー #2 ルミナスルーキー #1

21 21 21 21 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #1 21 ミライメイカーズ #8 21 21

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #2 ミライメイカーズ #9

22 22 22 22 22 金朋声優ラボ２ #9 22 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 22

金朋声優ラボ２ #10 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83

23 お祓え！西神社 #6 23 23 23 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 23 23 23

お祓え！西神社 #7 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83

24 24 24 松来未祐のアルカナの扉 #15 24 24 24 24

【新番組】はるかゆきよのオフレコ！ #1

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27

28 28 イカロスの瞳 #1 28 28 28 28 28

イカロスの瞳 #2

5 5 5 5 5 5 5 橘ゆりかのゴールデンライフ #7

橘ゆりかのゴールデンライフ #8

水樹たま　みすど 若妻純情物語 春菜めぐみ　Angel Kiss～ピチピチにゃんにゃん～ あさだち♂テレビ!! #246 田中涼子　涼想い 浜田翔子　美・翔・女 青春ポルノグラフィー #7

ＳＫＥ４８学園 #38

青春ポルノグラフィー #5 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #29

DIANNA☆SWEET ワンマンLIVE ～Renatus～

グラパチ登竜門 【映画】マイ・フレンドシップ・キルト 青春ポルノグラフィー #6 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #30

DOUBLE COLOR session7
～乙女新党×東京パフォーマンスドール

@JAM 2015 Day1～First #1 @JAM 2015 Day1～Second #2 KAWAII POP FES by@JAM in台湾 Pigoo presents Kawaii POP Fest アップアップガールズ（仮） #34

橋本愛実　Love Again～再会～

青春ポルノグラフィー #7 青春ポルノグラフィー #6 青春ポルノグラフィー #5 青春ポルノグラフィー #4 青春ポルノグラフィー #3 アップアップガールズ（仮） #33 ＳＫＥ４８学園 #37

ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

いもシスなう #25 ＳＫＥ４８学園 #72 革命！グラドル新党 #27 GracoRexパーティー #3

RQドリフトパラダイス #3 GracoRexパーティー #3 革命！グラドル新党 #27 生のアイドルが好き #29 水樹たま　みすど 若妻純情物語

ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #29 アップアップガールズ（仮） #34 プレミアムグラビア #47 GirlsNews～声優 #90 GirlsNews～エンタメ！ #30

熱闘！グラドル脱衣野球拳 #4 GirlsNews～エンタメ！ #30 ZAK　THE　QUEEN #180 GirlsNews～声優 #90 ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #229

RQドリフトパラダイス #3

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #230

相田あずさ　Angel Kiss～とろける感じ～ 階戸瑠李　みすど シナシナフェロモン 森野朝美　みすど 朝恋日和

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #232 GIRL’S NATURAL LIVE 2014～AutumnAKIBAカルチャーズ劇場生放送 #231

iDOL Street 絶対！アイドル道 #48 いもシスなう #24

田代県立小島高校 #52 ZAK　THE　QUEEN #180 熱闘！グラドル脱衣野球拳 #4

中村知世　Love～最後の恋～ 尾崎ナナ　みすど ナナLOVE 藍沢ひより　天使の放課後 丸ノ内りあ　Reality×本当にデカップ いもシスなう #25

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #178
NEO from アイドリング!!!「NEO殿Live Night」

6月26日（金）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #180
さんみゅ～「LIVEでSUN&YOU」

6月30日（火）公演 無料！メドレー #76

田中涼子　涼想い 春菜めぐみ　Angel Kiss～ピチピチにゃんにゃん～

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #5 アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #19

サーチ１グランプリ #44 生のアイドルが好き #29 ＳＫＥ４８学園 #72

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #24

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #181
「FUTURE GENERATION TRIO LIVE」

7月1日（水）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #182
夢みるアドレセンス「YUMELIVE！」

7月2日（木）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #185
callme「callme’s workshop」

7月7日（火）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #189
アイドルネッサンス

「アキバで想い出トラベルネッサンス」
7月13日（月）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #190
callme「callme’s workshop」

7月14日（火）公演

@JAM 2015 Day1～Second #2

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #191
「FUTURE GENERATION TRIO LIVE」

7月15日（水）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #192
夢みるアドレセンス「YUMELIVE！」

7月16日（木）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #193
「SUMMER SELECTIONS Vol.1」

7月17日（金）公演

田中涼子　涼想い 工藤菜緒　Angel Kiss～菜緒の19ボックス～ 水樹たま　みすど 若妻純情物語 春菜めぐみ　Angel Kiss～ピチピチにゃんにゃん～ 桐山瑠衣　Hなだんりょく つれゲー #50

いもシスなう #25 ＳＫＥ４８学園 #72 ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

つれゲー #48 @JAM 2015 Day1～First #1

革命！グラドル新党 #27 生のアイドルが好き #29 RQドリフトパラダイス #3 GracoRexパーティー #3 つれゲー #49

ZAK　THE　QUEEN #180 GirlsNews～声優 #90 熱闘！グラドル脱衣野球拳 #4 GirlsNews～エンタメ！ #30

2015/09/07(月) 2015/09/08(火) 2015/09/09(水) 2015/09/10(木) 2015/09/11(金) 2015/09/13(日)

ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #29 アップアップガールズ（仮） #34 あさだち♂テレビ!! #246

2015/09/12(土)
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時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成
6 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #1 6 放送休止 6 ミライメイカーズ #8 6 6 6 6

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #2 ミライメイカーズ #9

7 7 7 金朋声優ラボ２ #9 7 7 7 7 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #3

金朋声優ラボ２ #10 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #4

8 8 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 8 8 お祓え！西神社 #6 8 8 8

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83 お祓え！西神社 #7

9 松来未祐のアルカナの扉 #15 9 9 9 9 9 9 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #8

【新番組】はるかゆきよのオフレコ！ #1 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #9

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 ミライメイカーズ #9 11

ミライメイカーズ #10

12 12 12 12 12 12 12

13 13 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #3 13 13 13 13 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58 13 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2

秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #4 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #59 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #3

14 ミライメイカーズ #7 14 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #1 14 14 14 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #1 14 14

ミライメイカーズ #8 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #2 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #2

15 15 15 15 15 15 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #2 15 じぇるの！ハツラツ☆TV #2

赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #3 じぇるの！ハツラツ☆TV #3

16 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #57 16 森杏奈のもりもりミッションください！ #22 16 16 16 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 16 16

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58 森杏奈のもりもりミッションください！ #23 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83

17 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #1 17 魔法笑女マジカル☆ウッチー #18 17 17 松来未祐のアルカナの扉 #15 17 17 森杏奈のもりもりミッションください！ #23 17

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2 魔法笑女マジカル☆ウッチー #19 【新番組】はるかゆきよのオフレコ！ #1 森杏奈のもりもりミッションください！ #24

18 18 18 18 18 18 魔法笑女マジカル☆ウッチー #19 18 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #4

魔法笑女マジカル☆ウッチー #20 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #5

19 19 19 壇蜜のエプロンディナー #9 19 19 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #1 19 19

藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #2

20 20 20 20 20 大島バッティングセンター２ #6 20 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #2 20 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83

大島バッティングセンター２ #7 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #3 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #84

21 21 21 じぇるの！ハツラツ☆TV #2 21 21 ミライメイカーズ #9 21 大島バッティングセンター3 #7 21

ルミナスルーキー #3 ルミナスルーキー #4 じぇるの！ハツラツ☆TV #3 ミライメイカーズ #10 大島バッティングセンター3 #8

22 22 22 22 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #8 22 22 22

スマイル学園 IDOL CHAMP！ #9

23 お祓え！西神社 #6 23 23 23 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83 23 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58 23 LinQの顔と名前だけでも！ #11 23

お祓え！西神社 #7 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #84 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #59 LinQの顔と名前だけでも！ #12

24 24 24 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #4 24 24 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2 24 24

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #5 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #3

25 25 25 25 25 25 25 まるごとTEEN GIRLS #5

まるごとTEEN GIRLS #6

26 26 26 26 26 26 26 ルミナスルーキー #3

ルミナスルーキー #4

27 27 27 27 27 27 壇蜜のエプロンディナー #7 27

まるごとTEEN GIRLS #5 まるごとTEEN GIRLS #6 壇蜜のエプロンディナー #8

28 28 28 28 28 28 壇蜜のエプロンディナー #9 28

5 5 5 5 5 5 5萌え着エロ愛好会 #4 萌え着エロ愛好会 #5

KAWAII POP FES by@JAM in台湾

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #197
LinQ「この5人でどう魅せるか公演」

7月23日（木）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #190
callme「callme’s workshop」

7月14日（火）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #201
「FUTURE GENERATION TRIO LIVE」

7月29日（水）公演 雛田みか　ひなたぼっこ 橋本愛実　Natural～素肌の誘惑

DOUBLE COLOR session7
～乙女新党×東京パフォーマンスドール

萌え着エロ愛好会 #1 萌え着エロ愛好会 #2 萌え着エロ愛好会 #3

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #194
アイドルネッサンス

「アキバで想い出トラベルネッサンス」
7月20日（月）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #199
predia「predia Monday night」

7月27日（月）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #200
愛乙女★DOLL「進め！愛乙女★DOLL“七ツ星”」

7月28日（火）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #202
夢みるアドレセンス「YUMELIVE！」

7月30日（木）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場】 #26
ハコイリ♡ムスメ

「ハコイリ♡ムスメ定期便7月号」
7月19日(日)公演

田代県立小島高校 #4

RQドリフトパラダイス #3 GracoRexパーティー #3 田代県立小島高校 #53 藍沢ひより　天使の放課後 尾崎ナナ　みすど ナナLOVE

水樹たま　みすど 若妻純情物語 春菜めぐみ　Angel Kiss～ピチピチにゃんにゃん～ 平塚奈菜　Rainbow～奈菜色の誘惑～ 秋山奈々　freezia 小橋まなみ　天使の放課後

熱闘！グラドル脱衣野球拳 #4 GirlsNews～エンタメ！ #30 サーチ１グランプリ #45 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #6 iDOL Street 絶対！アイドル道 #49 【特番】@JAM 2015 Day1～Third

ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

いもシスなう #26

田代県立小島高校 #3

松本さゆき　うつりぎ 平塚奈菜　Rainbow～奈菜色の誘惑～

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #236

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #234 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #235

DIANNA☆SWEET ワンマンLIVE ～Renatus～

田代県立小島高校 #53

尾崎ナナ　みすど ナナLOVE 藍沢ひより　天使の放課後 水樹たま　みすど 若妻純情物語 田中涼子　涼想い 春菜めぐみ　Angel Kiss～ピチピチにゃんにゃん～

ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #30 アップアップガールズ（仮） #33 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #237

ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

いもシスなう #25 アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #20

サーチ１グランプリ #45

GracoRexパーティー #3 革命！グラドル新党 #27 いもシスなう #26

プレミアムグラビア #46 田代県立小島高校 #4 中村知世　Love～最後の恋～ 小橋まなみ　天使の放課後

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #5 アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #19

GirlsNews～エンタメ！ #30 ZAK　THE　QUEEN #180 GirlsNews～声優 #90

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #25

KAWAII POP FES by@JAM in台湾 @JAM 2015 Day1～First #1 【AKIBAカルチャーズ劇場】 #26
ハコイリ♡ムスメ

「ハコイリ♡ムスメ定期便7月号」
7月19日(日)公演

Pigoo presents Kawaii POP Fest @JAM 2015 Day1～Second #2

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #6

DOUBLE COLOR session7
～乙女新党×東京パフォーマンスドール

田代県立小島高校 #3 【映画】マイ・フレンドシップ・キルト

柴小聖　もののな 田中涼子　涼想い 戸田れい　Gokujo～極嬢～ 相田あずさ　Angel Kiss～とろける感じ～ 丸ノ内りあ　Reality×本当にデカップ プレミアムグラビア #47

グラパチ登竜門

革命！グラドル新党 #27 生のアイドルが好き #29 RQドリフトパラダイス #3 GracoRexパーティー #3 プレミアムグラビア #46

ZAK　THE　QUEEN #180 GirlsNews～声優 #90 熱闘！グラドル脱衣野球拳 #4 GirlsNews～エンタメ！ #30 Pigoo presents Kawaii POP Fest

いもシスなう #25 ＳＫＥ４８学園 #72 ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

2015/09/20(日)

ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #30 プレミアムグラビア #48 あさだち♂テレビ!! #246 無料！メドレー #76

2015/09/14(月) 2015/09/15(火) 2015/09/16(水) 2015/09/17(木) 2015/09/18(金) 2015/09/19(土)
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時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成
6 じぇるの！ハツラツ☆TV #2 6 放送休止 6 ミライメイカーズ #9 6 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #2 6 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #2 6 6

じぇるの！ハツラツ☆TV #3 ミライメイカーズ #10 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #3 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #3

7 7 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #8 7 7 7 大島バッティングセンター3 #7 7 7

スマイル学園 IDOL CHAMP！ #9 大島バッティングセンター3 #8

8 8 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83 8 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58 8 森杏奈のもりもりミッションください！ #23 8 8 8

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #84 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #59 森杏奈のもりもりミッションください！ #24

9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #4 9 9 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2 9 魔法笑女マジカル☆ウッチー #19 9 LinQの顔と名前だけでも！ #11 9 9

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #5 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #3 魔法笑女マジカル☆ウッチー #20 LinQの顔と名前だけでも！ #12

10 10 10 10 10 10 壇蜜のエプロンディナー #7 10

壇蜜のエプロンディナー #8

11 11 11 11 11 11 ミライメイカーズ #9 11

ミライメイカーズ #10

12 12 12 12 12 12 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #8 12

スマイル学園 IDOL CHAMP！ #9

13 13 13 13 13 13 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2 13 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #3 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #59

14 ミライメイカーズ #8 14 14 14 14 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #1 14 14

ミライメイカーズ #9 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #3 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #2

15 金朋声優ラボ２ #9 15 15 15 15 15 じぇるの！ハツラツ☆TV #2 15 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #2

金朋声優ラボ２ #10 じぇるの！ハツラツ☆TV #3 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #3

16 16 お祓え！西神社 #6 16 16 16 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #82 16 16

お祓え！西神社 #7 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83

17 17 17 17 松来未祐のアルカナの扉 #15 17 17 17 森杏奈のもりもりミッションください！ #23

【新番組】はるかゆきよのオフレコ！ #1 森杏奈のもりもりミッションください！ #24

18 18 18 18 18 18 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #4 18 魔法笑女マジカル☆ウッチー #19

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #5 魔法笑女マジカル☆ウッチー #20

19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83 20 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #2

赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #2 LinQの顔と名前だけでも！ #12 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #5 ルミナスルーキー #3 ルミナスルーキー #4 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #84 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #3

21 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #3 21 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #3 21 じぇるの！ハツラツ☆TV #2 21 21 ミライメイカーズ #9 21 21 大島バッティングセンター3 #7

森杏奈のもりもりミッションください！ #24 大島バッティングセンター3 #8 じぇるの！ハツラツ☆TV #3 ミライメイカーズ #10 大島バッティングセンター3 #8

22 22 22 22 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #8 22 22 22

スマイル学園 IDOL CHAMP！ #9

23 23 23 23 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83 23 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58 23 23 LinQの顔と名前だけでも！ #11

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #84 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #59 LinQの顔と名前だけでも！ #12

24 24 24 24 24 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2 24 24

魔法笑女マジカル☆ウッチー #20 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #3

25 アイドル都市伝説 #1 25 アイドル都市伝説 #4 25 アイドル都市伝説 #7 25 アイドル都市伝説 #10 25 アイドル都市伝説 #12 25 ルミナスルーキー #3 25

アイドル都市伝説 #2 アイドル都市伝説 #5 アイドル都市伝説 #8 アイドル都市伝説 #11 アイドル都市伝説 #13 ルミナスルーキー #4

26 アイドル都市伝説 #3 26 アイドル都市伝説 #6 26 アイドル都市伝説 #9 26 26 アイドル都市伝説 #14 26 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #3 26

まるごとTEEN GIRLS #5 まるごとTEEN GIRLS #6 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #4

27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28

5 5 5 5 5 5 5

萌え着エロ愛好会 #4

松本さゆき　うつりぎ 中村知世　Love～最後の恋～ 平塚奈菜　Rainbow～奈菜色の誘惑～ 藍沢ひより　天使の放課後 小橋まなみ　天使の放課後 佐々木心音　心香色音 山上愛　Angel Kiss～あいらぶゆー～

萌え着エロ愛好会 #5 萌え着エロ愛好会 #4 萌え着エロ愛好会 #3 萌え着エロ愛好会 #2 萌え着エロ愛好会 #1 萌え着エロ愛好会 #2

アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #20

iDOL Street 絶対！アイドル道 #49 【映画】マイ・フレンドシップ・キルト ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #6 【特番】@JAM 2015 Day1～Third iDOL Street 絶対！アイドル道 #49

Pigoo presents Kawaii POP Fest

【特番】@JAM 2015 Day1～Third

【AKIBAカルチャーズ劇場】 #26
ハコイリ♡ムスメ

「ハコイリ♡ムスメ定期便7月号」
7月19日(日)公演

DOUBLE COLOR session7
～乙女新党×東京パフォーマンスドール

田代県立小島高校 #3 田代県立小島高校 #4 萌え着エロ愛好会 #1 萌え着エロ愛好会 #3

【映画】幽鬼 【映画】絶対領域 【映画】鐘が鳴りし、少女達は銃を撃つ

田代県立小島高校 #53 平塚奈菜　Rainbow～奈菜色の誘惑～ 桐山瑠衣　Hなだんりょく

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #189
アイドルネッサンス

「アキバで想い出トラベルネッサンス」
7月13日（月）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #190
callme「callme’s workshop」

7月14日（火）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #191
「FUTURE GENERATION TRIO LIVE」

7月15日（水）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #192
夢みるアドレセンス「YUMELIVE！」

7月16日（木）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #193
「SUMMER SELECTIONS Vol.1」

7月17日（金）公演

小橋まなみ　天使の放課後 丸ノ内りあ　Reality×本当にデカップ

佐藤由加理　ゆかりんとう 田代県立小島高校 #53

生のアイドルが好き #29 RQドリフトパラダイス #3 GracoRexパーティー #3 革命！グラドル新党 #27 いもシスなう #26

水樹たま　みすど 若妻純情物語 春菜めぐみ　Angel Kiss～ピチピチにゃんにゃん～ 黒田万結花　G SHOCK 相田あずさ　Angel Kiss～とろける感じ～ 田中涼子　涼想い

熱闘！グラドル脱衣野球拳 #4 GirlsNews～エンタメ！ #30 ZAK　THE　QUEEN #180 GirlsNews～声優 #90

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #25

ＳＫＥ４８学園 #72 ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

いもシスなう #25 サーチ１グランプリ #45 アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #20

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #202
夢みるアドレセンス「YUMELIVE！」

7月30日（木）公演

【特番】@JAM 2015 Day1～Third 【AKIBAカルチャーズ劇場】 #26
ハコイリ♡ムスメ

「ハコイリ♡ムスメ定期便7月号」
7月19日(日)公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #175
callme「callme To shine Live」

6月23日（火）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #177
LinQ「この5人を秋葉原でどう魅せるか公演」

6月25日（木）公演

プレミアムグラビア #48 橘未憂　MIYUじあむ～みゆうの博覧会～ 橋本愛実　Natural～素肌の誘惑 松本さゆき　うつりぎ

平塚奈菜　Rainbow～奈菜色の誘惑～ 尾崎ナナ　みすど ナナLOVE 小橋まなみ　天使の放課後 松本さゆき　うつりぎ 山上愛　Angel Kiss～あいらぶゆー～

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #194
アイドルネッサンス

「アキバで想い出トラベルネッサンス」
7月20日（月）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #197
LinQ「この5人でどう魅せるか公演」

7月23日（木）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #199
predia「predia Monday night」

7月27日（月）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #200
愛乙女★DOLL「進め！愛乙女★DOLL“七ツ星”」

7月28日（火）公演

【AKIBAカルチャーズ劇場再放送】 #201
「FUTURE GENERATION TRIO LIVE」

7月29日（水）公演

無料！メドレー #76 あさだち♂テレビ!! #246

サーチ１グランプリ #45 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #6 アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #20

KAWAII POP FES by@JAM in台湾 田代県立小島高校 #3

いもシスなう #26 iDOL Street 絶対！アイドル道 #49 田代県立小島高校 #4

田代県立小島高校 #53 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #6

2015/09/21(月) 2015/09/22(火) 2015/09/23(水) 2015/09/24(木) 2015/09/25(金) 2015/09/26(土) 2015/09/27(日)
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時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成
6 じぇるの！ハツラツ☆TV #2 6 放送休止 6 ミライメイカーズ #9 6 6 6 6

じぇるの！ハツラツ☆TV #3 ミライメイカーズ #10

7 7 スマイル学園 IDOL CHAMP！ #8 7 7 7 7 7

スマイル学園 IDOL CHAMP！ #9

8 8 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #83 8 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #58 8 8 8 8

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #84 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #59

9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #4 9 9 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #2 9 9 9 9

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #5 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #3

10 10 10 10 10 10 10

11 アイドル都市伝説 #1 11 アイドル都市伝説 #4 11 アイドル都市伝説 #7 11 11 11 11

アイドル都市伝説 #2 アイドル都市伝説 #5 アイドル都市伝説 #8

12 アイドル都市伝説 #3 12 アイドル都市伝説 #6 12 アイドル都市伝説 #9 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14

イカロスの瞳 #1 ミライメイカーズ #9

15 イカロスの瞳 #2 15 15 15 15 15 15

金朋声優ラボ２ #10

16 16 お祓え！西神社 #6 16 16 16 16 16

お祓え！西神社 #7

17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18

19 赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #2 19 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #2 19 秋葉原リサーチ研究所「あきらぼ」 #4 19 19 19 19

赤マルダッシュ☆のつくり場!!!! #3 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #3

20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 じぇるの！ハツラツ☆TV #2 21 21 21 21

藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #1 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #2 じぇるの！ハツラツ☆TV #3

22 22 大島バッティングセンター3 #7 22 22 22 22 22

大島バッティングセンター3 #8

23 森杏奈のもりもりミッションください！ #23 23 23 23 23 23 23

森杏奈のもりもりミッションください！ #24

24 魔法笑女マジカル☆ウッチー #19 24 LinQの顔と名前だけでも！ #11 24 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #4 24 24 24 24

魔法笑女マジカル☆ウッチー #20 LinQの顔と名前だけでも！ #12 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #5

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28

5 5 5 5 5 5 5

相澤ゆうき　ゆうきをだして～escalation 松本さゆき　うつりぎ

佐々木心音　心香色音 桐山瑠衣　Hなだんりょく 戸田れい　Gokujo～極嬢～

アイドル発見バラエティー！
CoverGirlsのDisCovery!!! #20

サーチ１グランプリ #45

iDOL Street 絶対！アイドル道 #49 いもシスなう #26

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #246

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #244 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #245

春菜めぐみ　Angel Kiss～ピチピチにゃんにゃん～ 水樹たま　みすど 若妻純情物語 橋本愛実　Love Again～再会～

ＳＫＥ４８学園 #72 ハダカの私が見えちゃう！？
アイドルオープンカルテ #21

生のアイドルが好き #29 RQドリフトパラダイス #3 GracoRexパーティー #3

熱闘！グラドル脱衣野球拳 #4 GirlsNews～エンタメ！ #30

【映画】絶対領域 【映画】鐘が鳴りし、少女達は銃を撃つ 【映画】幽鬼

【映画】マイ・フレンドシップ・キルト

田代県立小島高校 #53

工藤菜緒　Angel Kiss～菜緒の19ボックス～ 平塚奈菜　Rainbow～奈菜色の誘惑～ 秋山奈々　freezia

サーチ１グランプリ #45 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか？ #6

いもシスなう #26

2015/09/28(月) 2015/09/29(火) 2015/09/30(水)

萌え着エロ愛好会 #3 萌え着エロ愛好会 #4 萌え着エロ愛好会 #5

相澤ゆうき　ゆうきをだして～escalation 藍沢ひより　天使の放課後 丸ノ内りあ　Reality×本当にデカップ

橋本愛実　Natural～素肌の誘惑 黒田万結花　G SHOCK 尾崎ナナ　みすど ナナLOVE

平塚奈菜　Rainbow～奈菜色の誘惑～
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