
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 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #1 6

強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #2

7 7 7 7 ゆゆスク！ #8 7 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #18 7 7

ゆゆスク！ #9 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #19

8 8 8 8 8 LinQのお助けちゃんねる #6 8 8

LinQのお助けちゃんねる #7

9 9 9 9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #21 9 大島バッティングセンター3 #27 9 9

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22 大島バッティングセンター3 #28

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 水着DEいっちゃお #1 11

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 民謡ガールズの民謡しようよ！

12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 【無料放送】GirlsNews #29

大島バッティングセンター2 #44 大島バッティングセンター2 #45

14 14 14 14 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 #16 14 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 #17

15 15 15 15 15 15 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #3 15 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #19

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #4 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #20

16 16 16 16 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #19 16 GEM can do it? #33 16 お祓え!西神社 #24 16

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20 GEM can do it? #34 お祓え!西神社 #25

17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29

19 19 19 19 19 19 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #8 19 GEM can do it? #34

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #9 GEM can do it? #35

20 20 20 20 20 20 まついがプロデュース #9 20

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #33 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #60 まついがプロデュース #10

21 21 21 21 21 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #61 21 21

22 22 22 22 22 22 22

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29

23 23 23 23 GEM can do it? #34 23 23 23

GEM can do it? #35

24 24 24 24 24 水着DEいっちゃお #1 24 24

民謡ガールズの民謡しようよ！

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29

27 27 27 27 27 27 LinQの顔と名前だけでも! #15 27 橘ゆりかのゴールデンライフ #7

LinQの顔と名前だけでも! #16 橘ゆりかのゴールデンライフ #8

28 28 28 28 28 28 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #35 28

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #36

5 5 5 5 5 5 5

放送休止

【アイドル専門チャンネルPigoo】2017年6月番組表（ver.5）

無料放送

初回放送

R-15

R-18

ZAK THE QUEEN #159

深井彩夏 触れたい身体 瑞木純　誘惑ロマンス （R18）

石橋さら　隠しきれない胸の高鳴り （R18） 星美りか　Natural NUDE （R18）

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #641
palet

「palet Tuesday Night」
4月4日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #647
ベボガ！

「ベボガ！元気いっぱい定期公演」
4月12日公演

ZAK THE QUEEN #158

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #642
虹のコンキスタドール
「レインボウディスコ」

4月5日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #649
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月14日公演

ハダカの私が見えちゃう!?アイドルオープンカルテ #4

@JAM PARTY #13 七瀬さくら vol.2 レイヤー製作委員会 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－

ハコイリムスメの定期便 #7

SKE48学園 #93 アップアップガールズ（仮） #7 KAWAII POP FES vol.4 in 台湾 2015

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23 アップアップガールズ（仮） #8

伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－

望月茉莉　やさしく妄想ラブ 美森ゆみな ふわふわぼでぃー 水樹たま　Full Body @JAM PARTY #13

美森ゆみな ふわふわぼでぃー AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #684

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23

ハコイリムスメの定期便 #7 神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #26

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #22 田代県立小島高校 #73

ぶっちゃけ!アイドル白書 #14

2017/06/01(木) 2017/06/02(金) 2017/06/03(土) 2017/06/04(日)

萌え着エロ愛好会 #5 萌え着エロ愛好会 #6 プレミアムグラビア #5

@JAM the Field vol.11 プレミアムグラビア #6

iDOL Street 絶対!アイドル道 #69 田代県立小島高校 #43

田代県立小島高校 #44

金城真央　LADY MAO 朝菜栞　恋するほうへ SKE48学園 #93 AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #113

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #640
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
4月3日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #644
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月7日公演

深井彩夏 触れたい身体
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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 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #19 7 GEM can do it? #34 7 7 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #3 7 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #8 7 7

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #20 GEM can do it? #35 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #4 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #9 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #60 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #61

8 8 8 水着DEいっちゃお #1 8 お祓え!西神社 #24 8 まついがプロデュース #9 8 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #35 8 LinQの顔と名前だけでも! #15

民謡ガールズの民謡しようよ！ お祓え!西神社 #25 まついがプロデュース #10 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #36 LinQの顔と名前だけでも! #16

9 9 9 9 9 9 橘ゆりかのゴールデンライフ #7 9

橘ゆりかのゴールデンライフ #8

10 10 10 10 10 10 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #8 10

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #9

11 11 11 11 11 11 まついがプロデュース #9 11

まついがプロデュース #10

12 【無料放送】GirlsNews #29 12 【無料放送】GirlsNews #29 12 【無料放送】GirlsNews #29 12 【無料放送】GirlsNews #29 12 【無料放送】GirlsNews #29 12 12

大島バッティングセンター2 #44 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #33 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #1 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #2

13 大島バッティングセンター2 #45 13 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #34 13 13 13 13 13 【無料放送】GirlsNews #29

佳村はるかのマニアックデート #1 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #1

14 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #78 14 ゆゆスク！ #8 14 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #18 14 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 #16 14 14

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79 ゆゆスク！ #9 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #19 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 #17

15 15 15 LinQのお助けちゃんねる #6 15 15 15 GEM can do it? #34 15

LinQのお助けちゃんねる #7 GEM can do it? #35

16 魔法笑女マジカル☆ウッチー #36 16 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #21 16 大島バッティングセンター3 #27 16 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #19 16 GEM can do it? #33 16 16 水着DEいっちゃお #1

魔法笑女マジカル☆ウッチー #37 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22 大島バッティングセンター3 #28 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20 GEM can do it? #34 民謡ガールズの民謡しようよ！

17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29

19 19 19 19 19 19 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #19 19 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #3

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #20 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #4

20 20 20 20 20 20 20 お祓え!西神社 #24

神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #1 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #19 はるかゆきよのオフレコ! #1 お祓え!西神社 #25

21 じぇるの！ハツラツ☆TV #1 21 21 21 21 はるかゆきよのオフレコ! #2 21 21

22 22 22 22 22 22 22

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29

23 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #3 23 23 23 23 23 23

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #4 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #9 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #20

24 お祓え!西神社 #24 24 まついがプロデュース #9 24 24 GEM can do it? #34 24 水着DEいっちゃお #1 24 24

お祓え!西神社 #25 まついがプロデュース #10 GEM can do it? #35 民謡ガールズの民謡しようよ！

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29

27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 はるかゆきよのオフレコ! #1 28

はるかゆきよのオフレコ! #2

5 5 5 5 5 5 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #1 5

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 じぇるの！ハツラツ☆TV #1

【アイドル専門チャンネルPigoo】2017年6月番組表

@JAM the Field vol.11

ぶっちゃけ!アイドル白書 #14

金城真央　LADY MAO

石橋さら　隠しきれない胸の高鳴り （R18）

瑞木純　誘惑ロマンス （R18） AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #654
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月21日公演

石橋さら　隠しきれない胸の高鳴り （R18） AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #659
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月28日公演

星美りか　Natural NUDE （R18） 宮咲こはる　恋はチェリーピンク　（R18） 星美りか　Natural NUDE （R18）

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #652
虹のコンキスタドール
「レインボウディスコ」

4月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #657
ベボガ！

「ベボガ！元気いっぱい定期公演」
4月26日公演

水樹たま　Full Body 東條詩織　君のブックマーク 神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－ 深井彩夏 触れたい身体

かなで自由　純情恋日記 （R18）

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #641
palet

「palet Tuesday Night」
4月4日公演

瑞木純　誘惑ロマンス （R18）

若里なつき　初恋乙女 （R18） 尼野なみ　キミはヌードル （R18）

ハダカの私が見えちゃう!?アイドルオープンカルテ #4

伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #26

生のアイドルが好き #49 iDOL Street 絶対!アイドル道 #69 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #22 田代県立小島高校 #73 SKE48学園 #93

ハコイリムスメの定期便 #7

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #685 深井彩夏 触れたい身体 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #687 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #688 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #689

ぶっちゃけ!アイドル白書 #14

@JAM the Field vol.11 KAWAII POP FES vol.4 in 台湾 2015

@JAM PARTY #13 水樹たま　Full Body 深井彩夏 触れたい身体

美森ゆみな ふわふわぼでぃー ハコイリムスメの定期便 #7

SKE48学園 #93 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23 東條詩織　君のブックマーク

田代県立小島高校 #43 田代県立小島高校 #44

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23

相川友希　友希がお邪魔しま～す！ 立花陽香　ハルカイズム あゆ川莉々　Limit Break 橘さり　さりはしないよ！ 優月心菜　ここなっつみるく 神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会

@JAM PARTY #13

あゆ川莉々　Limit Break

SKE48学園 #93

ぶっちゃけ!アイドル白書 #14 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23

神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－ 深井彩夏 触れたい身体 水樹たま　Full Body 川又静香　FIRST LOVE アップアップガールズ（仮） #8

SKE48学園 #77 放送休止 SKE48学園 #78 プレミアムグラビア #5 プレミアムグラビア #6 川又静香　FIRST LOVE

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #114

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #650
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
4月17日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #653
Fullfull☆Pocket

「星に願いをかけたなら」
4月20日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #656
palet

「palet Tuesday Night」
4月25日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #658
転校少女歌撃団

「私立元麻布学園祭 」
4月27日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #640
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
4月3日公演

アップアップガールズ（仮） #7

七瀬さくら vol.2 レイヤー製作委員会

2017/06/05(月) 2017/06/06(火) 2017/06/07(水) 2017/06/08(木) 2017/06/09(金) 2017/06/10(土) 2017/06/11(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 6 6 6 6

7 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #19 7 GEM can do it? #34 7 7 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #3 7 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #8 7 7

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #20 GEM can do it? #35 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #4 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #9 橘ゆりかのゴールデンライフ #7

8 8 8 水着DEいっちゃお #1 8 お祓え!西神社 #24 8 まついがプロデュース #9 8 橘ゆりかのゴールデンライフ #8 8

民謡ガールズの民謡しようよ！ お祓え!西神社 #25 まついがプロデュース #10

9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 佳村はるかのマニアックデート #1 10

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #30 佳村はるかのマニアックデート #2

11 11 11 11 11 11 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79 11

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #80

12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 魔法笑女マジカル☆ウッチー #37 13 【無料放送】GirlsNews #30

魔法笑女マジカル☆ウッチー #38

14 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #78 14 ゆゆスク！ #8 14 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #18 14 14 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #1 14 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #1 14

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79 ゆゆスク！ #9 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #19 佳村はるかのマニアックデート #1 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #2

15 15 15 LinQのお助けちゃんねる #6 15 15 GEM can do it? #34 15 ゆゆスク！ #9 15

LinQのお助けちゃんねる #7 GEM can do it? #35 ゆゆスク！ #10

16 魔法笑女マジカル☆ウッチー #36 16 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #21 16 大島バッティングセンター3 #27 16 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #19 16 16 16

魔法笑女マジカル☆ウッチー #37 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22 大島バッティングセンター3 #28 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20

17 17 17 17 17 17 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22 17 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #21

18 18 18 18 18 18 18

【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #29 【無料放送】GirlsNews #30

19 19 19 19 19 19 19

【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30

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!! #19 20 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 #17

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #33 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #34 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #35 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #36 はるかゆきよのオフレコ! #1 【新番組】mi-naの喋ってみーな（仮） #1 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 #18

21 LinQの顔と名前だけでも! #15 21 21 21 21 はるかゆきよのオフレコ! #2 21 LinQのお助けちゃんねる #7 21

LinQの顔と名前だけでも! #16 佳村はるかのマニアックデート #2 LinQのお助けちゃんねる #8

22 大島バッティングセンター2 #44 22 22 22 22 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79 22 大島バッティングセンター3 #28 22 GEM can do it? #35

大島バッティングセンター2 #45 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #80 大島バッティングセンター3 #29 GEM can do it? #36

23 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #3 23 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #8 23 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #19 23 23 23 23

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #4 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #9 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #20

24 お祓え!西神社 #24 24 まついがプロデュース #9 24 24 GEM can do it? #34 24 魔法笑女マジカル☆ウッチー #37 24 24

お祓え!西神社 #25 まついがプロデュース #10 GEM can do it? #35 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38 【無料放送】GirlsNews #30

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 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #1 5 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #1 5 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #60 5 5 5 5

強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #2 じぇるの！ハツラツ☆TV #1 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #61

【アイドル専門チャンネルPigoo】2017年6月番組表

星美りか　Natural NUDE （R18） かなで自由　純情恋日記 （R18） 瑞木純　誘惑ロマンス （R18） プレミアムグラビア #5

萌え着エロ愛好会 #5 萌え着エロ愛好会 #6 プレミアムグラビア #6

尼野なみ　キミはヌードル（R-18）

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #647
ベボガ！

「ベボガ！元気いっぱい定期公演」
4月12日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #652
虹のコンキスタドール
「レインボウディスコ」

4月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #656
palet

「palet Tuesday Night」
4月25日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #659
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月28日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #642
虹のコンキスタドール
「レインボウディスコ」

4月5日公演

@JAM the Field vol.11 若里なつき　初恋乙女（R-18）

石橋さら　隠しきれない胸の高鳴り （R18） 宮咲こはる　恋はチェリーピンク　（R18）

神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－ 水樹たま　Full Body 観月はな NEW KISS 辰巳シーナ　GALAXY-NA アップアップガールズ（仮） #7

アップアップガールズ（仮） #8

SKE48学園 #77 SKE48学園 #78 @JAM PARTY #13

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23

田代県立小島高校 #74

田代県立小島高校 #43 田代県立小島高校 #44

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23 生のアイドルが好き #50 うたてぃかーな レイヤー製作委員会 いとうあこ　AKO HOLIC

ぶっちゃけ!アイドル白書 #14

瀬戸花 Full Body-柔らかな素肌-

iDOL Street 絶対!アイドル道 #70 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #24

橘さり　さりはしないよ！ 相川友希　友希がお邪魔しま～す！ 立花陽香　ハルカイズム 瀬戸花 Full Body-柔らかな素肌- 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－

まろか　Limit Break 平野聡子　同級生

伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－ 瀬戸花 Full Body-柔らかな素肌- AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #692 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #693 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #694

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #115

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #641
palet

「palet Tuesday Night」
4月4日公演

辰巳シーナ　GALAXY-NA

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #26

生のアイドルが好き #49 iDOL Street 絶対!アイドル道 #69 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #22 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #27

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #642
虹のコンキスタドール
「レインボウディスコ」

4月5日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #649
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月14日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #653
Fullfull☆Pocket

「星に願いをかけたなら」
4月20日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #657
ベボガ！

「ベボガ！元気いっぱい定期公演」
4月26日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #640
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
4月3日公演

生のアイドルが好き #50

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #644
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月7日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #650
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
4月17日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #654
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月21日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #658
転校少女歌撃団

「私立元麻布学園祭 」
4月27日公演

2017/06/12(月) 2017/06/13(火) 2017/06/14(水) 2017/06/15(木) 2017/06/16(金) 2017/06/17(土) 2017/06/18(日)

萌え着エロ愛好会 #5 放送休止 萌え着エロ愛好会 #6 ZAK THE QUEEN #158 ZAK THE QUEEN #159 伊東涼々夏 Happy Heart ハダカの私が見えちゃう!?アイドルオープンカルテ #4

SKE48学園 #93 KAWAII POP FES vol.4 in 台湾 2015

ぶっちゃけ!アイドル白書 #14 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23

観月はな NEW KISS

深井彩夏 触れたい身体 水樹たま　Full Body 神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－ 伊東涼々夏 Happy Heart
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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 佳村はるかのマニアックデート #1 6 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #1 6 6 6

佳村はるかのマニアックデート #2 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #2

7 7 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 #17 7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79 7 ゆゆスク！ #9 7 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #19 7 7

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 #18 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #80 ゆゆスク！ #10 mi-naの喋ってみーな（仮） #1

8 8 8 8 8 LinQのお助けちゃんねる #7 8 8

LinQのお助けちゃんねる #8

9 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20 9 GEM can do it? #35 9 魔法笑女マジカル☆ウッチー #37 9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22 9 大島バッティングセンター3 #28 9 9

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #21 GEM can do it? #36 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 大島バッティングセンター3 #29

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!! #19 10

mi-naの喋ってみーな（仮） #1

11 11 11 11 11 11 LinQのお助けちゃんねる #7 11

【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 LinQのお助けちゃんねる #8

12 12 12 12 12 12 大島バッティングセンター3 #28 12

大島バッティングセンター3 #29

13 13 13 13 13 13 13 【無料放送】GirlsNews #30

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #8

14 14 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #9 14 14 14 14 14

まついがプロデュース #9 【無料放送】GirlsNews #30

15 15 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #3 15 15 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #19 15 GEM can do it? #34 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 #17 15 佳村はるかのマニアックデート #1

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #4 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #20 GEM can do it? #35 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 #18 佳村はるかのマニアックデート #2

16 水着DEいっちゃお #1 16 お祓え!西神社 #24 16 16 16 16 16 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #34 お祓え!西神社 #25 まついがプロデュース #10 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #80

17 17 17 17 17 17 GEM can do it? #35 17

GEM can do it? #36

18 18 18 18 18 18 18 魔法笑女マジカル☆ウッチー #37

【無料放送】GirlsNews #30 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #1 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 佳村はるかのマニアックデート #1 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38

19 19 じぇるの！ハツラツ☆TV #1 19 19 19 19 19 はるかゆきよのオフレコ! #1

【無料放送】GirlsNews #30 はるかゆきよのオフレコ! #2

20 20 20 20 20 20 20 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #1

佳村はるかのマニアックデート #2 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #2

21 21 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #1 21 21 21 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #60 21 21 ゆゆスク！ #9

ふわり結愛のふんわりチャレンジ #2 ルーリーうめ子のなんでもやります課？？？ #61 ゆゆスク！ #10

22 ゆゆスク！ #9 22 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #19 22 22 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 #17 22 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79 22 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20 22

ゆゆスク！ #10 mi-naの喋ってみーな（仮） #1 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 #18 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #80 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #21

23 23 LinQのお助けちゃんねる #7 23 23 23 23 23 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22

LinQのお助けちゃんねる #8 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23

24 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22 24 大島バッティングセンター3 #28 24 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20 24 GEM can do it? #35 24 魔法笑女マジカル☆ウッチー #37 24 24

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 大島バッティングセンター3 #29 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #21 GEM can do it? #36 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38 【無料放送】GirlsNews #30

25 25 25 25 25 25 25

【無料放送】GirlsNews #30

26 26 26 26 26 26 26

【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30

27 27 27 27 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】2017年6月番組表

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #647
ベボガ！

「ベボガ！元気いっぱい定期公演」
4月12日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #652
虹のコンキスタドール
「レインボウディスコ」

4月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #656
palet

「palet Tuesday Night」
4月25日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #659
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月28日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #642
虹のコンキスタドール
「レインボウディスコ」

4月5日公演

若里なつき　初恋乙女 （R18）

石橋さら　隠しきれない胸の高鳴り （R18） かなで自由　純情恋日記 （R18）

星美りか　Natural NUDE （R18） 宮咲こはる　恋はチェリーピンク　（R18）

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #649
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月14日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #653
Fullfull☆Pocket

「星に願いをかけたなら」
4月20日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #657
ベボガ！

「ベボガ！元気いっぱい定期公演」
4月26日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #640
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
4月3日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #644
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月7日公演

瑞木純　誘惑ロマンス （R18）

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #27 iDOL Street 絶対!アイドル道 #70

iDOL Street 絶対!アイドル道 #70 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #24 田代県立小島高校 #74 生のアイドルが好き #50 平野聡子　同級生

ハコイリムスメの定期便 #7

まろか　Limit Break 優月心菜　ここなっつみるく 平野聡子　同級生 いとうあこ　AKO HOLIC 辰巳シーナ　GALAXY-NA @JAM PARTY #13

尼野なみ　キミはヌードル （R18）

まろか　Limit Break

SKE48学園 #93

ぶっちゃけ!アイドル白書 #14 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23 田代県立小島高校 #74

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #116

橘さり　さりはしないよ！ 神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－ 生のアイドルが好き #50

辰巳シーナ　GALAXY-NA

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #695 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #697 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #698 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #699

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #696

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #27

立花陽香　ハルカイズム 相川友希　友希がお邪魔しま～す！ 優月心菜　ここなっつみるく

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #24

深井彩夏 触れたい身体 水樹たま　Full Body

平野聡子　同級生 いとうあこ　AKO HOLIC 辰巳シーナ　GALAXY-NA まろか　Limit Break 立花陽香　ハルカイズム

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #644
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月7日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #650
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
4月17日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #654
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月21日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #658
転校少女歌撃団

「私立元麻布学園祭 」
4月27日公演

@JAM the Field vol.11

いとうあこ　AKO HOLIC

うたてぃかーな レイヤー製作委員会 KAWAII POP FES vol.4 in 台湾 2015 AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #641
palet

「palet Tuesday Night」
4月4日公演

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #27 橘さり　さりはしないよ！ 望月茉莉　やさしく妄想ラブ

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #24 田代県立小島高校 #74 生のアイドルが好き #50 iDOL Street 絶対!アイドル道 #70

【映画】18倫 (R15) 【映画】18倫 アイドルを探せ！ (R15)

2017/06/25(日)

プレミアムグラビア #5 放送休止 プレミアムグラビア #6 SKE48学園 #77 SKE48学園 #78

2017/06/19(月) 2017/06/20(火) 2017/06/21(水) 2017/06/22(木) 2017/06/23(金) 2017/06/24(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 大島バッティングセンター2 #44 6 6 佳村はるかのマニアックデート #1 6 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #1 6 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #35 6 6

大島バッティングセンター2 #45 佳村はるかのマニアックデート #2 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #2 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #36

7 7 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 #17 7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79 7 ゆゆスク！ #9 7 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #19 7 7

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 #18 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #80 ゆゆスク！ #10 mi-naの喋ってみーな（仮） #1

8 8 8 8 8 LinQのお助けちゃんねる #7 8 8

LinQのお助けちゃんねる #8

9 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20 9 GEM can do it? #35 9 魔法笑女マジカル☆ウッチー #37 9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22 9 大島バッティングセンター3 #28 9 9

声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #21 GEM can do it? #36 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 大島バッティングセンター3 #29

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11

【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30

12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14

15 15 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #3 15 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #8 15 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #19 15 GEM can do it? #34 15 15

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #4 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #9 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #20 GEM can do it? #35

16 水着DEいっちゃお #1 16 お祓え!西神社 #24 16 まついがプロデュース #9 16 16 16 16

民謡ガールズの民謡しようよ！ お祓え!西神社 #25 まついがプロデュース #10

17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18

【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30

19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 佳村はるかのマニアックデート #1 20 20

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 佳村はるかのマニアックデート #2

21 ふわり結愛のふんわりチャレンジ #1 21 21 21 21 21 21

ふわり結愛のふんわりチャレンジ #2

22 ゆゆスク！ #9 22 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #19 22 22 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 #17 22 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #79 22 22

ゆゆスク！ #10 mi-naの喋ってみーな（仮） #1 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 #18 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #80

23 23 LinQのお助けちゃんねる #7 23 23 GEM can do it? #35 23 23 23

LinQのお助けちゃんねる #8 GEM can do it? #36

24 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #22 24 大島バッティングセンター3 #28 24 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #20 24 24 魔法笑女マジカル☆ウッチー #37 24 24

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 大島バッティングセンター3 #29 声優シェアハウス 渕上舞の今日は雨だから・・・ #21 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30 【無料放送】GirlsNews #30

27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28

5 5 5 5 5 5 5

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #704

【アイドル専門チャンネルPigoo】2017年6月番組表

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #649
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月14日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #652
虹のコンキスタドール
「レインボウディスコ」

4月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #654
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月21日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #657
ベボガ！

「ベボガ！元気いっぱい定期公演」
4月26日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #659
AIS

「AIS-Scream＆定期公演 AIS-Break」
4月28日公演

望月茉莉　やさしく妄想ラブ 平野聡子　同級生

川又静香　FIRST LOVE あゆ川莉々　Limit Break 東條詩織　君のブックマーク 金城真央　LADY MAO ハコイリムスメの定期便 #7

iDOL Street 絶対!アイドル道 #70 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #24 生のアイドルが好き #50

田代県立小島高校 #74

いとうあこ　AKO HOLIC 辰巳シーナ　GALAXY-NA まろか　Limit Break

田代県立小島高校 #43 田代県立小島高校 #44 SKE48学園 #77 SKE48学園 #78

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #27

@JAM PARTY #13 水樹たま　Full Body AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #702 アップアップガールズ（仮） #7

アップアップガールズ（仮） #8

SKE48学園 #93

ぶっちゃけ!アイドル白書 #14 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #23

神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－ 深井彩夏 触れたい身体 水樹たま　Full Body 朝菜栞　恋するほうへ

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #653
Fullfull☆Pocket

「星に願いをかけたなら」
4月20日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #656
palet

「palet Tuesday Night」
4月25日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #658
転校少女歌撃団

「私立元麻布学園祭 」
4月27日公演

朝菜栞　恋するほうへ 美森ゆみな ふわふわぼでぃー 【映画】18倫 (R15) 【映画】18倫 アイドルを探せ！ (R15) 七瀬さくら vol.2 レイヤー製作委員会

相川友希　友希がお邪魔しま～す！ 平野聡子　同級生 いとうあこ　AKO HOLIC 辰巳シーナ　GALAXY-NA まろか　Limit Break

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #647
ベボガ！

「ベボガ！元気いっぱい定期公演」
4月12日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #650
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
4月17日公演

放送休止

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #27

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #24 田代県立小島高校 #74 生のアイドルが好き #50 iDOL Street 絶対!アイドル道 #70

2017/06/26(月) 2017/06/27(火) 2017/06/28(水) 2017/06/29(木) 2017/06/30(金)
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