
時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成 時 編成
6 6 6 6 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #7 6 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #7 6 6

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #8 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #8

7 7 7 7 ゆゆスク！ #2 7 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #12 7 7

ゆゆスク！ #3 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13

8 8 8 8 8 LinQの顔と名前だけでも! #25 8 8

LinQのお助けちゃんねる #1

9 9 9 9 魔法笑女マジカル☆ウッチー #33 9 大島バッティングセンター3 #21 9 9

魔法笑女マジカル☆ウッチー #34 大島バッティングセンター3 #22

10 10 10 10 10 10 LinQの顔と名前だけでも! #1 10

LinQの顔と名前だけでも! #2

11 11 11 11 11 11 ぷるるんハッピーアワー #7 11

【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 ぷるるんハッピーアワー #8

12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14

【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17

15 15 15 15 15 まる撮り!Teen Girls #5 15 15 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #2

まる撮り!Teen Girls #6 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #3

16 16 16 16 16 GEM can do it? #21 16 はるかゆきよのオフレコ! #3 16

GEM can do it? #22 はるかゆきよのオフレコ! #4

17 17 17 17 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #13 17 17 お祓え!西神社 #18 17 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #13

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14 お祓え!西神社 #19 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #14

18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19

【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17

20 20 20 20 20 20 まついがプロデュース #3 20 GEM can do it? #22

まついがプロデュース #4 GEM can do it? #23

21 21 21 21 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #21 21 森杏奈のもりもりミッションください！ #14 21 21

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #22 森杏奈のもりもりミッションください！ #15

22 22 22 22 GEM can do it? #22 22 ぷるるんハッピーアワー #7 22 22

GEM can do it? #23 ぷるるんハッピーアワー #8

23 23 23 23 23 23 23

【無料放送】GirlsNews #17

24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25

【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17

26 26 26 26 お祓え!西神社 #11 26 26 26

お祓え!西神社 #12

27 27 27 27 27 27 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #27 27

藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #28

28 28 28 28 28 28 大島バッティングセンター2 #32 28 篠崎愛のロケっとスタート！ #7

大島バッティングセンター2 #33 篠崎愛のロケっとスタート！ #8

5 5 5 5 5 5 5

【アイドル専門チャンネルPigoo】2016年12月番組表（ver.4）

無料放送

初回放送

R-15作品

放送休止

着エロ乙女 #6

革命！グラドル新党 #21 SKE48学園 #66

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #512
LinQ

「AKIBA定期公演～おとどけ」
10月6日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #517
つりビット

「AKIBAフィッシングセンター」
10月13日公演

池田夏希　神秘誘惑 生田奈々　100％美少女

着エロ乙女 #5

@JAM×ナタリー EXPO 2016～ピーチステージ ぶっちゃけ!アイドル白書 #8

熊田曜子 Love - face to face -

ぶっちゃけ!アイドル白書 #8 SKE48学園 #87

熊田曜子 Love - face to face - 杉原杏璃　アンリ先生 無料!メドレー #91

SKE48学園 #65 @JAM×ナタリー EXPO 2016～オレンジステージ

神谷さら　17～セブンティーン～

田代県立小島高校 #67

りょうか　りょうか色 里中あや　Je t´adore 森野朝美　好きと言わせて 痛子 レイヤー製作委員会

神谷さら　17～セブンティーン～ AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #553

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #511
虹のコンキスタドール
「虹色おえかき広場」

10月5日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #516
ハコイリムスメ

「水曜定期公演～少女たちの物語～」
10月12日公演

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #20 ZAK THE QUEEN #195

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #10 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11

2016/12/01(木) 2016/12/02(金) 2016/12/03(土) 2016/12/04(日)

無料!メドレー #91 パンチラコンプレックス #7

【映画】官能時代絵巻　耳なし芳一 (R15) パンチラコンプレックス #8

iDOL Street 絶対!アイドル道 #63 プレミアムグラビア #76

【映画】官能時代絵巻　羅生門 (R15)

プレミアムグラビア #77

池田夏希　神秘誘惑 橘さり　Menuett～メヌエット～ AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #87

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #510
イケてるハーツ

「AKIBA Stand-Up! Nights Vol.7」
10月4日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #513
愛乙女☆DOLL & Luce Twinkle Wink☆

「らぶどるーちぇ」
10月7日公演

SKE48学園 #87

杉原杏璃　アンリ先生
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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 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #21 6 6 森杏奈のもりもりミッションください！ #14 6 6 6 6

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #22 森杏奈のもりもりミッションください！ #15

7 7 GEM can do it? #22 7 ぷるるんハッピーアワー #7 7 7 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #2 7 7

GEM can do it? #23 ぷるるんハッピーアワー #8 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #3

8 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #13 8 8 8 お祓え!西神社 #18 8 まついがプロデュース #3 8 8

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #14 お祓え!西神社 #19 まついがプロデュース #4

9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10

【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17

11 11 11 11 11 11 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #2 11

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #3

12 12 12 12 12 12 まついがプロデュース #3 12

まついがプロデュース #4

13 13 13 13 13 13 13

14 お祓え!西神社 #11 14 14 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #7 14 14 14 14

森杏奈のもりもりミッションください！ #12 森杏奈のもりもりミッションください！ #8

15 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #72 15 ゆゆスク！ #2 15 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #12 15 15 まる撮り!Teen Girls #5 15 15

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73 ゆゆスク！ #3 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13 まる撮り!Teen Girls #6

16 16 16 LinQの顔と名前だけでも! #25 16 16 GEM can do it? #21 16 GEM can do it? #22 16

LinQのお助けちゃんねる #1 GEM can do it? #22 GEM can do it? #23 ぷるるんハッピーアワー #8

17 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #13 17 魔法笑女マジカル☆ウッチー #33 17 大島バッティングセンター3 #21 17 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #13 17 17 17

あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14 魔法笑女マジカル☆ウッチー #34 大島バッティングセンター3 #22 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14

18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19

【無料放送】GirlsNews #17

20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #27 21 21 21 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #13 21 はるかゆきよのオフレコ! #3

ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #49 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #28 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #14 はるかゆきよのオフレコ! #4

22 22 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #2 22 22 GEM can do it? #22 22 ぷるるんハッピーアワー #7 22 22 お祓え!西神社 #18

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #3 GEM can do it? #23 ぷるるんハッピーアワー #8 お祓え!西神社 #19

23 お祓え!西神社 #18 23 まついがプロデュース #3 23 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #13 23 23 23 23

お祓え!西神社 #19 まついがプロデュース #4 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #14 ゆゆスク！ #3

24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 魔法笑女マジカル☆ウッチー #34 25

【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13

26 26 26 26 26 26 LinQのお助けちゃんねる #1 26

大島バッティングセンター3 #22

27 27 27 27 27 27 27

篠崎愛のロケっとスタート！ #7 大島バッティングセンター2 #32

28 28 28 篠崎愛のロケっとスタート！ #8 28 28 大島バッティングセンター2 #33 28 28 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73

あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14

5 5 5 5 5 5 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14 5

まる撮り!Teen Girls #6

【アイドル専門チャンネルPigoo】2016年12月番組表

田代県立小島高校 #67

パンチラコンプレックス #7

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #10

唐沢りん -晴れ-ずっとふたりで 【映画】官能時代絵巻　耳なし芳一 (R15) 宮崎まさみ　100％美少女 神谷さら　17～セブンティーン～

生のアイドルが好き #43

杉原杏璃　アンリ先生 iDOL Street 絶対!アイドル道 #63

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #520
アフィリア・サーガ

「MagicSong vs ライブ」
10月18日公演

パンチラコンプレックス #8 AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #524
すとゅらみっCHU SS

「すとゅらみっChu SS 定期公演」
10月24日公演

@JAM×ナタリー EXPO 2016～ピーチステージ 橘さり　Menuett～メヌエット～

【映画】官能時代絵巻　羅生門 (R15) ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #20

ZAK THE QUEEN #195 ぶっちゃけ!アイドル白書 #8 森野朝美　好きと言わせて

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11 SKE48学園 #87 @JAM×ナタリー EXPO 2016～ピーチステージ

森野朝美　好きと言わせて 唐沢りん -晴れ-ずっとふたりで 痛子 レイヤー製作委員会 熊田曜子 Love - face to face -

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #557

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11 ZAK THE QUEEN #195

生田奈々　100％美少女 里中あや　Je t´adore

SKE48学園 #65

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #554 池田夏希　神秘誘惑 りょうか　りょうか色 SKE48学園 #66 杉原杏璃　アンリ先生 伊藤えみ　みすど～うしろから抱きしめて

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #558

革命！グラドル新党 #22 @JAM PARTY #7

橘さり　Menuett～メヌエット～

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #556

生のアイドルが好き #43 iDOL Street 絶対!アイドル道 #63 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #10

田代県立小島高校 #67 ぶっちゃけ!アイドル白書 #8 SKE48学園 #87

痛子 レイヤー製作委員会 熊田曜子 Love - face to face -

プレミアムグラビア #76 プレミアムグラビア #77

中川杏奈　Twelve Anser 伊藤えみ　みすど～うしろから抱きしめて

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #20

@JAM×ナタリー EXPO 2016～ピーチステージ AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #521
虹のコンキスタドール
「虹色おえかき広場」

10月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #526
ハコイリムスメ

「水曜定期公演～少女たちの物語～」
10月26日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #528
愛乙女☆DOLL & Luce Twinkle Wink☆

「らぶどるーちぇ」
10月28日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #519
ミライスカート

「はんなり定期公演」
10月17日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #522
LinQ

「AKIBA定期公演～おとどけ」
10月20日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #527
palet

「Thursday Night」
10月27日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #529
ミライスカート

「はんなり定期公演」
10月31日公演

放送休止 革命！グラドル新党 #21 革命！グラドル新党 #22 着エロ乙女 #5 着エロ乙女 #6

ぶっちゃけ!アイドル白書 #8 ZAK THE QUEEN #195 @JAM×ナタリー EXPO 2016～グレープステージ

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11 SKE48学園 #87

痛子 レイヤー製作委員会 熊田曜子 Love - face to face - 杉原杏璃　アンリ先生 森野朝美　好きと言わせて 中川杏奈　Twelve Anser 田代県立小島高校 #32

無料!メドレー #91 AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #88

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #518
FES☆TIVE

「叫べ！魂のワッショイ～祭りを司る女達～」
10月14日公演

ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #50

2016/12/05(月) 2016/12/06(火) 2016/12/07(水) 2016/12/08(木) 2016/12/09(金) 2016/12/10(土) 2016/12/11(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 6 6 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #27 6 6 LinQの顔と名前だけでも! #1 6 6

藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #28 LinQの顔と名前だけでも! #2

7 7 GEM can do it? #22 7 ぷるるんハッピーアワー #7 7 7 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #2 7 大島バッティングセンター2 #32 7

GEM can do it? #23 ぷるるんハッピーアワー #8 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #3 大島バッティングセンター2 #33

8 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #13 8 8 8 お祓え!西神社 #18 8 まついがプロデュース #3 8 篠崎愛のロケっとスタート！ #7 8

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #14 お祓え!西神社 #19 まついがプロデュース #4 篠崎愛のロケっとスタート！ #8

9 9 9 9 9 9 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #7 9

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #8

10 10 10 10 10 10 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73 10

【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #18 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #74

11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14 12

あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #15

13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14

【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18

15 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #72 15 ゆゆスク！ #2 15 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #12 15 15 15 ゆゆスク！ #3 15

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73 ゆゆスク！ #3 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13 ゆゆスク！ #4

16 16 16 LinQの顔と名前だけでも! #25 16 16 GEM can do it? #22 16 16

LinQのお助けちゃんねる #1 GEM can do it? #23

17 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #13 17 魔法笑女マジカル☆ウッチー #33 17 大島バッティングセンター3 #21 17 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #13 17 17 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #16 17 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14

あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14 魔法笑女マジカル☆ウッチー #34 大島バッティングセンター3 #22 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #17 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #15

18 森杏奈のもりもりミッションください！ #14 18 LinQの顔と名前だけでも! #1 18 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #21 18 18 18 18

森杏奈のもりもりミッションください！ #15 LinQの顔と名前だけでも! #2 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #22

19 19 19 19 19 19 19

【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18

20 20 20 20 20 20 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13 20 まる撮り!Teen Girls #6

強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #14 まる撮り!Teen Girls #7

21 21 21 21 21 21 21 GEM can do it? #23

GEM can do it? #24

22 22 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #2 22 22 GEM can do it? #22 22 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73 22 22

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #3 GEM can do it? #23 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #74

23 お祓え!西神社 #18 23 まついがプロデュース #3 23 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #13 23 23 23 23

お祓え!西神社 #19 まついがプロデュース #4 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #14

24 24 24 24 24 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14 24 24

あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #15 【無料放送】GirlsNews #18

25 25 25 25 25 25 LinQのお助けちゃんねる #1 25

【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 【無料放送】GirlsNews #17 LinQのお助けちゃんねる #2

26 26 26 26 26 26 大島バッティングセンター3 #22 26

【無料放送】GirlsNews #18 大島バッティングセンター3 #23

27 27 27 27 27 27 27

ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #49 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #7 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #8

28 28 28 28 28 28 28

5 5 お祓え!西神社 #11 5 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #7 5 5 5 5

お祓え!西神社 #12 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #8

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #563

熊田曜子 Love - face to face -

田代県立小島高校 #32

【アイドル専門チャンネルPigoo】2016年12月番組表

プレミアムグラビア #77

【映画】官能時代絵巻　羅生門 (R15) りょうか　りょうか色

着エロ乙女 #6 革命！グラドル新党 #21

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #516
ハコイリムスメ

「水曜定期公演～少女たちの物語～」
10月12日公演

@JAM×ナタリー EXPO 2016～グレープステージ AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #520
アフィリア・サーガ

「MagicSong vs ライブ」
10月18日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #521
虹のコンキスタドール
「虹色おえかき広場」

10月19日公演

田代県立小島高校 #32

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #524
すとゅらみっCHU SS

「すとゅらみっChu SS 定期公演」
10月24日公演

SKE48学園 #65 ハコイリムスメの定期便10月号

着エロ乙女 #5 プレミアムグラビア #76 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #50

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11 生のアイドルが好き #44 河合風花　恋する乙女

森野朝美　好きと言わせて 宮崎まさみ　100％美少女 痛子 レイヤー製作委員会 熊田曜子 Love - face to face -

逢坂南　艶姫 田代県立小島高校 #31

安西結花　QUEEN

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #559 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #560 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #561

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #562

生田奈々　100％美少女

生のアイドルが好き #43 iDOL Street 絶対!アイドル道 #63 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #10 iDOL Street 絶対!アイドル道 #64 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #12

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11

池田夏希　神秘誘惑 橘さり　Menuett～メヌエット～

田代県立小島高校 #31 @JAM×ナタリー EXPO 2016～キウイステージ

ZAK THE QUEEN #195 ぶっちゃけ!アイドル白書 #8

りょうか　りょうか色 保泉りた　初体験！！

田代県立小島高校 #68

ハコイリムスメの定期便10月号 @JAM×ナタリー EXPO 2016～オレンジステージ

りょうか　りょうか色

無料!メドレー #91 無料!メドレー #91 無料!メドレー #91 無料!メドレー #91

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #522
LinQ

「AKIBA定期公演～おとどけ」
10月20日公演

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #20 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #21

@JAM PARTY #7 生のアイドルが好き #44

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #513
愛乙女☆DOLL & Luce Twinkle Wink☆

「らぶどるーちぇ」
10月7日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #518
FES☆TIVE

「叫べ！魂のワッショイ～祭りを司る女達～」
10月14日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #519
ミライスカート

「はんなり定期公演」
10月17日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #521
虹のコンキスタドール
「虹色おえかき広場」

10月19日公演

逢坂南　艶姫

2016/12/18(日)

パンチラコンプレックス #7 放送休止 パンチラコンプレックス #8 無料!メドレー #91 @JAM×ナタリー EXPO 2016～ピーチステージ

ぶっちゃけ!アイドル白書 #8 ZAK THE QUEEN #195

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11 SKE48学園 #87

2016/12/12(月) 2016/12/13(火) 2016/12/14(水) 2016/12/15(木) 2016/12/16(金) 2016/12/17(土)

痛子 レイヤー製作委員会 熊田曜子 Love - face to face - 杉原杏璃　アンリ先生 森野朝美　好きと言わせて 里中あや　Je t´adore

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #89

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #512
LinQ

「AKIBA定期公演～おとどけ」
10月6日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #517
つりビット

「AKIBAフィッシングセンター」
10月13日公演
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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 6 6 6 6 6 6

7 7 まる撮り!Teen Girls #6 7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73 7 ゆゆスク！ #3 7 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13 7 7

まる撮り!Teen Girls #7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #74 ゆゆスク！ #4 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #14

8 8 GEM can do it? #23 8 8 8 LinQのお助けちゃんねる #1 8 8

GEM can do it? #24 LinQのお助けちゃんねる #2

9 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14 9 9 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14 9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #16 9 大島バッティングセンター3 #22 9 9

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #15 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #15 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #17 大島バッティングセンター3 #23

10 10 10 10 10 10 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13 10

強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #14

11 11 11 11 11 11 LinQのお助けちゃんねる #1 11

【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 LinQのお助けちゃんねる #2

12 12 12 12 12 12 大島バッティングセンター3 #22 12

大島バッティングセンター3 #23

13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14

【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18

15 ぷるるんハッピーアワー #7 15 15 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #2 15 15 GEM can do it? #22 15 まる撮り!Teen Girls #6 15 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73

ぷるるんハッピーアワー #8 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #3 GEM can do it? #23 まる撮り!Teen Girls #7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #74

16 16 お祓え!西神社 #18 16 まついがプロデュース #3 16 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #13 16 16 GEM can do it? #23 16

お祓え!西神社 #19 まついがプロデュース #4 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #14 GEM can do it? #24

17 はるかゆきよのオフレコ! #3 17 17 17 17 17 17 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14

はるかゆきよのオフレコ! #4 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #15

18 18 18 18 18 18 18

【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18

19 19 19 19 19 19 19

【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18

20 20 20 20 20 20 20 ゆゆスク！ #3

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #21 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #22 ゆゆスク！ #4

21 21 21 21 21 21 21

22 ゆゆスク！ #3 22 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13 22 22 まる撮り!Teen Girls #6 22 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73 22 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14 22 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #16

ゆゆスク！ #4 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #14 まる撮り!Teen Girls #7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #74 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #15 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #17

23 23 LinQのお助けちゃんねる #1 23 23 GEM can do it? #23 23 23 23

LinQのお助けちゃんねる #2 GEM can do it? #24

24 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #16 24 大島バッティングセンター3 #22 24 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14 24 24 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14 24 24

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #17 大島バッティングセンター3 #23 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #15 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #15

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 大島バッティングセンター2 #32 26

【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 大島バッティングセンター2 #33

27 27 篠崎愛のロケっとスタート！ #7 27 篠崎愛のロケっとスタート！ #8 27 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #49 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28

5 5 5 5 5 5 5

【アイドル専門チャンネルPigoo】2016年12月番組表

宮崎まさみ　100％美少女 @JAM×ナタリー EXPO 2016～オレンジステージ

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #21

iDOL Street 絶対!アイドル道 #64 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #12 生のアイドルが好き #44 保泉りた　初体験！！ @JAM×ナタリー EXPO 2016～キウイステージ

@JAM×ナタリー EXPO 2016～グレープステージ

着エロ乙女 #5 着エロ乙女 #6 パンチラコンプレックス #7

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #528
愛乙女☆DOLL & Luce Twinkle Wink☆

「らぶどるーちぇ」
10月28日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #510
イケてるハーツ

「AKIBA Stand-Up! Nights Vol.7」
10月4日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #511
虹のコンキスタドール
「虹色おえかき広場」

10月5日公演

田代県立小島高校 #68

ハコイリムスメの定期便10月号

保泉りた　初体験！！ 中川杏奈　Twelve Anser 安西結花　QUEEN 河合風花　恋する乙女 逢坂南　艶姫

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #517
つりビット

「AKIBAフィッシングセンター」
10月13日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #520
アフィリア・サーガ

「MagicSong vs ライブ」
10月18日公演

ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #50

生のアイドルが好き #44

森野朝美　好きと言わせて 唐沢りん -晴れ-ずっとふたりで 痛子 レイヤー製作委員会 熊田曜子 Love - face to face - 田代県立小島高校 #68

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #564 逢坂南　艶姫 生田奈々　100％美少女

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #565 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #566 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #567 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #568

杉原杏璃　アンリ先生

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #21

ハコイリムスメの定期便10月号 神谷さら　17～セブンティーン～

田代県立小島高校 #31 無料!メドレー #91 田代県立小島高校 #32 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #12 iDOL Street 絶対!アイドル道 #64

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #526
ハコイリムスメ

「水曜定期公演～少女たちの物語～」
10月26日公演

@JAM×ナタリー EXPO 2016～キウイステージ AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #529
ミライスカート

「はんなり定期公演」
10月31日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #513
愛乙女☆DOLL & Luce Twinkle Wink☆

「らぶどるーちぇ」
10月7日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #518
FES☆TIVE

「叫べ！魂のワッショイ～祭りを司る女達～」
10月14日公演

安西結花　QUEEN

SKE48学園 #87 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11

安西結花　QUEEN 河合風花　恋する乙女 逢坂南　艶姫 保泉りた　初体験！！ 里中あや　Je t´adore AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #90

河合風花　恋する乙女

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #527
palet

「Thursday Night」
10月27日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #512
LinQ

「AKIBA定期公演～おとどけ」
10月6日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #516
ハコイリムスメ

「水曜定期公演～少女たちの物語～」
10月12日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #519
ミライスカート

「はんなり定期公演」
10月17日公演

2016/12/25(日)

無料!メドレー #91 放送休止 無料!メドレー #91 プレミアムグラビア #76 プレミアムグラビア #77 @JAM×ナタリー EXPO 2016～キウイステージ @JAM PARTY #7

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #21

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #12

2016/12/19(月) 2016/12/20(火) 2016/12/21(水) 2016/12/22(木) 2016/12/23(金) 2016/12/24(土)

生のアイドルが好き #44 iDOL Street 絶対!アイドル道 #64 伊藤えみ　みすど～うしろから抱きしめて

田代県立小島高校 #68
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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 6 6 6 6 6 6

7 7 まる撮り!Teen Girls #6 7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73 7 ゆゆスク！ #3 7 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13 7 ゆゆスク！ #4 7

まる撮り!Teen Girls #7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #74 ゆゆスク！ #4 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #14 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #17

8 8 GEM can do it? #23 8 8 8 LinQのお助けちゃんねる #1 8 LinQのお助けちゃんねる #2 8

GEM can do it? #24 LinQのお助けちゃんねる #2 大島バッティングセンター3 #23

9 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14 9 9 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14 9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #16 9 大島バッティングセンター3 #22 9 9

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #15 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #15 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #17 大島バッティングセンター3 #23

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #15 11

【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 【無料放送】GirlsNews #18 まる撮り!Teen Girls #7

12 12 12 12 12 12 GEM can do it? #23 12

GEM can do it? #24

13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14

15 ぷるるんハッピーアワー #7 15 15 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #2 15 15 GEM can do it? #22 15 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #74 15

ぷるるんハッピーアワー #8 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #3 GEM can do it? #23 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #15

16 16 お祓え!西神社 #18 16 まついがプロデュース #3 16 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #13 16 16 16

お祓え!西神社 #19 まついがプロデュース #4 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #14

17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18

LinQの顔と名前だけでも! #1 LinQの顔と名前だけでも! #2 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #27 藤江れいな・近野莉菜のまだまだこれからッ！ #28

19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #7 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #7 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #8

21 21 21 21 森杏奈のもりもりミッションください！ #14 21 21 21

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #8 森杏奈のもりもりミッションください！ #15

22 ゆゆスク！ #3 22 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #13 22 22 まる撮り!Teen Girls #6 22 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #73 22 22

ゆゆスク！ #4 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #14 まる撮り!Teen Girls #7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #74

23 23 LinQのお助けちゃんねる #1 23 23 GEM can do it? #23 23 23 23

LinQのお助けちゃんねる #2 GEM can do it? #24

24 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #16 24 大島バッティングセンター3 #22 24 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #14 24 24 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #14 24 24

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #17 大島バッティングセンター3 #23 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #15 あいぽんうりょっちの初めてすることばっかりかなーと思って #15

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

お祓え!西神社 #11 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #21 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #22

痛子 レイヤー製作委員会

【アイドル専門チャンネルPigoo】2016年12月番組表

【映画】官能時代絵巻　耳なし芳一 (R15) 【映画】官能時代絵巻　羅生門 (R15) 伊藤えみ　みすど～うしろから抱きしめて

森野朝美　好きと言わせて

@JAM PARTY #7 生田奈々　100％美少女 唐沢りん -晴れ-ずっとふたりで 宮崎まさみ　100％美少女 

神谷さら　17～セブンティーン～

田代県立小島高校 #68 熊田曜子 Love - face to face -

保泉りた　初体験！！ りょうか　りょうか色 安西結花　QUEEN 河合風花　恋する乙女 逢坂南　艶姫

杉原杏璃　アンリ先生

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #524
すとゅらみっCHU SS

「すとゅらみっChu SS 定期公演」
10月24日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #528
愛乙女☆DOLL & Luce Twinkle Wink☆

「らぶどるーちぇ」
10月28日公演

@JAM×ナタリー EXPO 2016～キウイステージ

SKE48学園 #65 SKE48学園 #66 革命！グラドル新党 #22

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #21

iDOL Street 絶対!アイドル道 #64 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #12 生のアイドルが好き #44

池田夏希　神秘誘惑 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #12

生のアイドルが好き #44

ZAK THE QUEEN #195 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11

SKE48学園 #87 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #11 @JAM×ナタリー EXPO 2016～ピーチステージ

@JAM PARTY #7 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #573

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #570

杉原杏璃　アンリ先生 森野朝美　好きと言わせて 橘さり　Menuett～メヌエット～ 痛子 レイヤー製作委員会 熊田曜子 Love - face to face -

里中あや　Je t´adore

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #569 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #571

ハコイリムスメの定期便10月号

田代県立小島高校 #68 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #21

2016/12/31(土)

パンチラコンプレックス #7 放送休止 パンチラコンプレックス #8 着エロ乙女 #5 着エロ乙女 #6 iDOL Street 絶対!アイドル道 #64

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #21

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #521
虹のコンキスタドール
「虹色おえかき広場」

10月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #526
ハコイリムスメ

「水曜定期公演～少女たちの物語～」
10月26日公演

@JAM×ナタリー EXPO 2016～オレンジステージ AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #529
ミライスカート

「はんなり定期公演」
10月31日公演

@JAM×ナタリー EXPO 2016～グレープステージ

田代県立小島高校 #68

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #522
LinQ

「AKIBA定期公演～おとどけ」
10月20日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #527
palet

「Thursday Night」
10月27日公演

安西結花　QUEEN 河合風花　恋する乙女 逢坂南　艶姫 保泉りた　初体験！！

2016/12/26(月) 2016/12/27(火) 2016/12/28(水) 2016/12/29(木) 2016/12/30(金)

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #12 生のアイドルが好き #44 iDOL Street 絶対!アイドル道 #64
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