
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 大島バッティングセンター2 #48 7 佳村はるかのマニアックデート #2 7 ゆゆスク！ #10 7 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10 7 7

大島バッティングセンター2 #49 佳村はるかのマニアックデート #3 ゆゆスク！ #11 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11

8 8 8 8 8 まついがプロデュース #11 8 8

まついがプロデュース #12

9 9 GEM can do it? #37 9 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38 9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 9 9 9

GEM can do it? #38 魔法笑女マジカル☆ウッチー #39 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 水着DEいっちゃお #2 11

【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 水着DEいっちゃお #3

12 12 12 12 12 【無料放送】GirlsNews #33 12 12

13 13 13 13 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #5 13 13 13 【無料放送】GirlsNews #33

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #37 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #38 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #6

14 14 ゆゆスク！ #10 14 mi-naのしゃべってみーな！ #1 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 #18 14 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #3 14 14

ゆゆスク！ #11 mi-naのしゃべってみーな！ #2 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 #19 じぇるの！ハツラツ☆TV #3

15 15 15 LinQのお助けちゃんねる #8 15 15 15 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #5 15 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21

LinQのお助けちゃんねる #9 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #6 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22

16 16 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 16 大島バッティングセンター3 #29 16 渕上舞の今日は雨だから・・・ #21 16 GEM can do it? #37 16 お祓え!西神社 #26 16

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24 大島バッティングセンター3 #30 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22 GEM can do it? #38 お祓え!西神社 #27

17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18

LinQの顔と名前だけでも! #19 【無料放送】GirlsNews #33 LinQの顔と名前だけでも! #20 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33

19 19 【無料放送】GirlsNews #33 19 19 【無料放送】GirlsNews #33 19 19 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10 19 GEM can do it? #38

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11 GEM can do it? #39

20 20 20 20 20 20 まついがプロデュース #11 20

まついがプロデュース #12

21 21 21 21 21 はるかゆきよのオフレコ! #5 21 21

はるかゆきよのオフレコ! #6

22 22 22 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #39 22 22 橘ゆりかのゴールデンライフ #11 22 22

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #40 橘ゆりかのゴールデンライフ #12 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33

23 23 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10 23 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21 23 GEM can do it? #38 23 23 23

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22 GEM can do it? #39

24 24 まついがプロデュース #11 24 24 24 水着DEいっちゃお #2 24 24

まついがプロデュース #12 水着DEいっちゃお #3

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33

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8月番組表（ver.2）

無料放送

初回放送

R-18

放送休止

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #687
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月7日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #692
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月14日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #695
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
6月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #698
転校少女歌撃団

「定期公演2017～私立元麻布学園祭～」
6月22日公演

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

北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～ 赤井沙希　Beautiful Day 麻生亜美 Full★Body うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会  @JAM×ナタリー EXPO 2016
～ピーチステージ

 @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 #685
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
6月5日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #689
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月9日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #694
AIS

「定期公演 AIS-Break」
6月16日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #697
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月21日公演

田代県立小島高校 #46

SKE48学園 #95 遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～島根編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～静岡編

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #27

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #727 @JAM 2017 Day1～前編

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #726 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #728

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #27

西本奈未　ナミの夏からだ

SKE48学園 #80 @JAM PARTY #15 北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～ 麻生亜美 Full★Body

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #28 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #26 大堀商事小島事業部新人山根 #1

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16

沢辺りおん　やっぱりりおん まろか　Limit Break 寿エリカ　えりかしだしChu 竹本もも　First Peach いとうあこ　AKO HOLIC @JAM PARTY #15

ZAK THE QUEEN #163 ハダカの私が見えちゃう!?アイドルオープンカルテ #6

大堀商事小島事業部新人山根 #1 生のアイドルが好き #51 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #28 アップアップガールズ（仮） #11 @JAM 2017 Day1～前編

北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～ アップアップガールズ（仮） #12

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 SKE48学園 #95 AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #122

神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #693
Fullfull☆Pocket

「平日定期公演～星に願いをかけたなら～」
6月15日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #684
AIS

「定期公演 AIS-Break」
6月2日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #688
転校少女歌撃団

「定期公演2017～私立元麻布学園祭～」
6月8日公演

ハコイリムスメの定期便 #9

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #696
palet

「palet Tuesday Night」
6月20日公演

うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会 赤井沙希　Beautiful Day

2017/08/01(火) 2017/08/02(水) 2017/08/03(木) 2017/08/04(金) 2017/08/05(土) 2017/08/06(日)

放送休止 萌え着エロ愛好会 #9 プレミアムグラビア #9 プレミアムグラビア #10 ZAK THE QUEEN #162 なりきり！マスカレード #1
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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 #48 6 6 橘ゆりかのゴールデンライフ #11 6 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #39 6 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #3 6 6

大島バッティングセンター2 #49 橘ゆりかのゴールデンライフ #12 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #40 じぇるの！ハツラツ☆TV #3

7 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21 7 GEM can do it? #38 7 7 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #5 7 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10 7 7

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22 GEM can do it? #39 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #6 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11

8 8 8 水着DEいっちゃお #2 8 お祓え!西神社 #26 8 まついがプロデュース #11 8 8

水着DEいっちゃお #3 お祓え!西神社 #27 まついがプロデュース #12

9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10

【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33

11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 【無料放送】GirlsNews #33

14 佳村はるかのマニアックデート #2 14 ゆゆスク！ #10 14 mi-naのしゃべってみーな！ #1 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 #18 14 14 14

佳村はるかのマニアックデート #3 ゆゆスク！ #11 mi-naのしゃべってみーな！ #2 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 #19

15 15 15 LinQのお助けちゃんねる #8 15 15 15 GEM can do it? #38 15

LinQのお助けちゃんねる #9 GEM can do it? #39

16 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38 16 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 16 大島バッティングセンター3 #29 16 渕上舞の今日は雨だから・・・ #21 16 GEM can do it? #37 16 16 水着DEいっちゃお #2

魔法笑女マジカル☆ウッチー #39 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24 大島バッティングセンター3 #30 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22 GEM can do it? #38 水着DEいっちゃお #3

17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #38 18 18 18 18

【無料放送】GirlsNews #33 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #37 【無料放送】GirlsNews #33 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #5 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33

19 19 【無料放送】GirlsNews #33 19 19 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #6 19 19 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21 19 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #5

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #6

20 20 20 20 20 20 20 お祓え!西神社 #26

はるかゆきよのオフレコ! #5 LinQの顔と名前だけでも! #19 LinQの顔と名前だけでも! #20 お祓え!西神社 #27

21 はるかゆきよのオフレコ! #6 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22

【無料放送】GirlsNews #33

23 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #5 23 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10 23 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21 23 23 23 23 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #6 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11

24 お祓え!西神社 #26 24 まついがプロデュース #11 24 24 GEM can do it? #38 24 水着DEいっちゃお #2 24 24 まついがプロデュース #11

お祓え!西神社 #27 まついがプロデュース #12 GEM can do it? #39 水着DEいっちゃお #3 まついがプロデュース #12

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33

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8月番組表

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～最終編

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #704
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月30日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #695
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
6月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #702
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月28日公演

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～島根編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～静岡編

泉れおな vol.1 レイヤー製作委員会 SKE48学園 #80

プレミアムグラビア #9 プレミアムグラビア #10 萌え着エロ愛好会 #9

神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会

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） 新垣つばさ　乙女の決意 （R18） 南まゆ　Fascinating NUDE （R18） 小野寺梨紗　TWO FACED NUDE （R18）

SKE48学園 #95 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #27 @JAM 2017 Day1～後編

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16

麻生亜美 Full★Body うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会 西本奈未　ナミの夏からだ 北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～ 赤井沙希　Beautiful Day 遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～石川編

うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会

ハコイリムスメの定期便 #9

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #730 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #732 中村静香　しずかに魅せられて

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #731 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #733

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #27

辰巳シーナ　GALAXY-NA 竹本もも　First Peach 柏木友梨　ゆぴっとこ！ 沢辺りおん　やっぱりりおん 寿エリカ　えりかしだしChu 赤井沙希　Beautiful Day

倉持由香　妄想マテリアル

@JAM 2017 Day1～前編 遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～静岡編

@JAM PARTY #15 遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～島根編

@JAM PARTY #15

北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～

田代県立小島高校 #46

生のアイドルが好き #51 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #28 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #26 大堀商事小島事業部新人山根 #1 SKE48学園 #95

倉持由香　妄想マテリアル

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #702
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月28日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #692
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月14日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #694
AIS

「定期公演 AIS-Break」
6月16日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #697
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月21日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #699
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月23日公演

麻生亜美 Full★Body

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #27

中村静香　しずかに魅せられて

赤井沙希　Beautiful Day 麻生亜美 Full★Body うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会 平野聡子　同級生 北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #123

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #699
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月23日公演

2017/08/13(日)

放送休止 声優麻雀トーナメント～完全版 なりきり！マスカレード #1

SKE48学園 #95 伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #689
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月9日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #693
Fullfull☆Pocket

「平日定期公演～星に願いをかけたなら～」
6月15日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #696
palet

「palet Tuesday Night」
6月20日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #698
転校少女歌撃団

「定期公演2017～私立元麻布学園祭～」
6月22日公演

2017/08/07(月) 2017/08/08(火) 2017/08/09(水) 2017/08/10(木) 2017/08/11(金) 2017/08/12(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 6 6 6 6 6 6 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #39

SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #40

7 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21 7 GEM can do it? #38 7 7 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #5 7 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10 7 7

声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22 GEM can do it? #39 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #6 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11

8 8 8 水着DEいっちゃお #2 8 お祓え!西神社 #26 8 まついがプロデュース #11 8 8

水着DEいっちゃお #3 お祓え!西神社 #27 まついがプロデュース #12

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 #3 10

【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34 佳村はるかのマニアックデート #4

11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 魔法笑女マジカル☆ウッチー #39 12

魔法笑女マジカル☆ウッチー #40

13 13 13 13 13 13 【無料放送】GirlsNews #34 13

14 佳村はるかのマニアックデート #2 14 ゆゆスク！ #10 14 14 14 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21 14 14

佳村はるかのマニアックデート #3 ゆゆスク！ #11 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22

15 15 15 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10 15 15 GEM can do it? #38 15 ゆゆスク！ #11 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 #19

白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11 GEM can do it? #39 ゆゆスク！ #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 #20

16 魔法笑女マジカル☆ウッチー #38 16 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #23 16 まついがプロデュース #11 16 16 16 16

魔法笑女マジカル☆ウッチー #39 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24 まついがプロデュース #12

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 #24 17 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #25 渕上舞の今日は雨だから・・・ #23

18 橘ゆりかのゴールデンライフ #11 18 18 18 18 18 18

【無料放送】GirlsNews #33 橘ゆりかのゴールデンライフ #12 【無料放送】GirlsNews #34 大島バッティングセンター2 #48 大島バッティングセンター2 #49

19 19 【無料放送】GirlsNews #33 19 19 【無料放送】GirlsNews #34 19 19 19

【無料放送】GirlsNews #34 まる撮り！水着少女　 #1

20 20 20 20 20 20 mi-naのしゃべってみーな！ #2 20

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #5 mi-naのしゃべってみーな！ #3

21 21 21 21 21 21 LinQのお助けちゃんねる #9 21 GEM can do it? #39

LinQのお助けちゃんねる #10 GEM can do it? #40

22 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 #19 22 22 佳村はるかのマニアックデート #3 22 大島バッティングセンター3 #30 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 #20 【新番組】まる撮り！水着少女　 #1 佳村はるかのマニアックデート #4 大島バッティングセンター3 #31

23 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 #6 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11

24 お祓え!西神社 #26 24 まついがプロデュース #11 24 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22 24 GEM can do it? #39 24 魔法笑女マジカル☆ウッチー #39 24 24

お祓え!西神社 #27 まついがプロデュース #12 渕上舞の今日は雨だから・・・ #23 GEM can do it? #40 魔法笑女マジカル☆ウッチー #40

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #33 【無料放送】GirlsNews #34

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8月番組表

時乃真央　time the heart 岩崎舞　My mai

萌え着エロ愛好会 #9

松下美保　天使×小悪魔

 @JAM×ナタリー EXPO 2016
～ピーチステージ

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～石川編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～最終編

伊藤杏奈　Full☆Body －やわらかな素肌－ @JAM 2017 Day1～前編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～最終編

水樹たま　Full Body

柏木友梨　ゆぴっとこ！

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #28 大堀商事小島事業部新人山根 #2 生のアイドルが好き #52 SKE48学園 #80 岩崎舞　My mai

声優麻雀トーナメント～完全版

沢辺りおん　やっぱりりおん

星美りか　Natural NUDE （R18）

石橋さら　隠しきれない胸の高鳴り （R18）

深井彩夏 触れたい身体

プレミアムグラビア #9 瑞木純　誘惑ロマンス （R18） プレミアムグラビア #10

北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～ 寿エリカ　えりかしだしChu

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #27 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #29 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #28

柏木友梨　ゆぴっとこ！ 沢辺りおん　やっぱりりおん うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会 北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～ 赤井沙希　Beautiful Day

本山なみ　Limit Break 時乃真央　time the heart

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #735 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #737 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #739

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #736 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #738

大堀商事小島事業部新人山根 #2

深井彩夏 触れたい身体 竹本もも　First Peach

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～石川編

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #704
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月30日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #694
AIS

「定期公演 AIS-Break」
6月16日公演

@JAM 2017 Day1～前編

松下美保　天使×小悪魔

ハダカの私が見えちゃう!?アイドルオープンカルテ #6 @JAM 2017 Day1～後編

生のアイドルが好き #51 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #28

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #692
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月14日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #688
転校少女歌撃団

「定期公演2017～私立元麻布学園祭～」
6月8日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #685
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
6月5日公演

生のアイドルが好き #52

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #695
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
6月19日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #693
Fullfull☆Pocket

「平日定期公演～星に願いをかけたなら～」
6月15日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #689
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月9日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #687
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月7日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #684
AIS

「定期公演 AIS-Break」
6月2日公演

2017/08/20(日)

ZAK THE QUEEN #162 放送休止 ZAK THE QUEEN #163 アップアップガールズ（仮） #11 アップアップガールズ（仮） #12  @JAM×ナタリー EXPO 2016
～キウイステージ

SKE48学園 #95 田代県立小島高校 #46

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16

2017/08/14(月) 2017/08/15(火) 2017/08/16(水) 2017/08/17(木) 2017/08/18(金) 2017/08/19(土)

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #27 @JAM 2017 Day1～後編

うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会 中村静香　しずかに魅せられて 北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～ 赤井沙希　Beautiful Day 麻生亜美 Full★Body

AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #124
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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 強がりセンセーションのホントはもっと強がりたい!! #5 6 6 6 はるかゆきよのオフレコ! #5 6 LinQの顔と名前だけでも! #19 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!! #6 はるかゆきよのオフレコ! #6 LinQの顔と名前だけでも! #20

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 #19 7 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #38 7 佳村はるかのマニアックデート #3 7 ゆゆスク！ #11 7 mi-naのしゃべってみーな！ #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 #20 まる撮り！水着少女　 #1 佳村はるかのマニアックデート #4 ゆゆスク！ #12 mi-naのしゃべってみーな！ #3 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #38

8 8 8 8 8 LinQのお助けちゃんねる #9 8 8

LinQのお助けちゃんねる #10

9 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22 9 GEM can do it? #39 9 魔法笑女マジカル☆ウッチー #39 9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24 9 大島バッティングセンター3 #30 9 9

渕上舞の今日は雨だから・・・ #23 GEM can do it? #40 魔法笑女マジカル☆ウッチー #40 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #25 大島バッティングセンター3 #31

10 10 10 10 10 10 mi-naのしゃべってみーな！ #2 10

mi-naのしゃべってみーな！ #3

11 11 11 11 11 11 LinQのお助けちゃんねる #9 11

【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34 LinQのお助けちゃんねる #10

12 12 12 12 12 12 大島バッティングセンター3 #30 12

大島バッティングセンター3 #31

13 13 13 13 13 13 【無料放送】GirlsNews #34 13 【無料放送】GirlsNews #34

14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 GEM can do it? #38 15 ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #37 15 佳村はるかのマニアックデート #3

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #6 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21 GEM can do it? #39 まる撮り！水着少女　 #1 佳村はるかのマニアックデート #4

16 16 お祓え!西神社 #26 16 まついがプロデュース #11 16 16 16 16

水着DEいっちゃお #3 お祓え!西神社 #27 まついがプロデュース #12

17 17 17 17 17 17 GEM can do it? #39 17 魔法笑女マジカル☆ウッチー #39

GEM can do it? #40 魔法笑女マジカル☆ウッチー #40

18 18 18 18 18 18 【無料放送】GirlsNews #34 18

【無料放送】GirlsNews #34 神が宿る場所～夏が勝負だ！超神宿旋風 #3 【無料放送】GirlsNews #34 ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #5 【無料放送】GirlsNews #34

19 19 じぇるの！ハツラツ☆TV #3 19 19 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22 19 19 19

【無料放送】GirlsNews #34

20 20 20 20 20 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 #19 20 ゆゆスク！ #11

ゆゆスク！ #11 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 #19 佳村はるかのマニアックデート #3 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 #20 ゆゆスク！ #12

21 ゆゆスク！ #12 21 21 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 #20 21 まる撮り！水着少女　 #1 21 佳村はるかのマニアックデート #4 21 21

ビジュアルウェブＳ～乙女学院～ #37 アイドル都市伝説 #3 アイドル都市伝説 #6 アイドル都市伝説 #9 アイドル都市伝説 #12

22 アイドル都市伝説 #1 22 アイドル都市伝説 #4 22 アイドル都市伝説 #7 22 アイドル都市伝説 #10 22 アイドル都市伝説 #13 22 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22 22 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24

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 #14 渕上舞の今日は雨だから・・・ #23 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #25

23 23 LinQのお助けちゃんねる #9 23 23 23 23 23 大島バッティングセンター2 #48

LinQのお助けちゃんねる #10 大島バッティングセンター2 #49

24 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24 24 大島バッティングセンター3 #30 24 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22 24 GEM can do it? #39 24 魔法笑女マジカル☆ウッチー #39 24 24

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #25 大島バッティングセンター3 #31 渕上舞の今日は雨だから・・・ #23 GEM can do it? #40 魔法笑女マジカル☆ウッチー #40

25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26

【無料放送】GirlsNews #34

27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28

5 5 mi-naのしゃべってみーな！ #2 5 5 5 5 水着DEいっちゃお #2 5

【無料放送】GirlsNews #34 mi-naのしゃべってみーな！ #3 【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10

【アイドル専門チャンネルPigoo】2017年8月番組表

松下美保　天使×小悪魔 本山なみ　Limit Break

SKE48学園 #95

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #27

時乃真央　time the heart 岩崎舞　My mai

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #699
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月23日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #704
AIS

「定期公演 AIS-Scream」
6月30日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #685
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
6月5日公演

新垣つばさ　乙女の決意 （R18）

声優麻雀トーナメント～完全版

小野寺梨紗　TWO FACED NUDE （R18）

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #696
palet

「palet Tuesday Night」
6月20日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #698
転校少女歌撃団

「定期公演2017～私立元麻布学園祭～」
6月22日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #702
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月28日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #684
AIS

「定期公演 AIS-Break」
6月2日公演

@JAM 2017 Day1～後編 南まゆ　Fascinating NUDE （R18）

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #697
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月21日公演

大堀商事小島事業部新人山根 #2 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #28 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #29 生のアイドルが好き #52 時乃真央　time the heart

いとうあこ　AKO HOLIC

水樹たま　Full Body 時乃真央　time the heart 岩崎舞　My mai

大堀商事小島事業部新人山根 #2 生のアイドルが好き #52

赤井沙希　Beautiful Day 麻生亜美 Full★Body うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会 神崎りのあ vol.1 レイヤー製作委員会 北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～

@JAM 2017 Day1～前編

岩崎舞　My mai 本山なみ　Limit Break

泉れおな vol.1 レイヤー製作委員会 沢辺りおん　やっぱりりおん 寿エリカ　えりかしだしChu 竹本もも　First Peach 柏木友梨　ゆぴっとこ！

@JAM 2017 Day1～後編

松下美保　天使×小悪魔

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #740 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #742 麻生亜美 Full★Body

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #743

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #741

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #28 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #29

2017/08/21(月) 2017/08/22(火) 2017/08/23(水) 2017/08/24(木) 2017/08/25(金)

松下美保　天使×小悪魔 本山なみ　Limit Break まろか　Limit Break AKIBAカルチャーズ劇場増刊号 #125

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～石川編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～最終編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～島根編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～静岡編

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #28 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #29 生のアイドルが好き #52 大堀商事小島事業部新人山根 #2 アップアップガールズ（仮） #11 @JAM PARTY #15

アップアップガールズ（仮） #12

2017/08/26(土) 2017/08/27(日)

放送休止 なりきり！マスカレード #1 ハコイリムスメの定期便 #9 @JAM 2017 Day1～前編
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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 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 #19 7 まる撮り！水着少女　 #1 7 佳村はるかのマニアックデート #3 7 ゆゆスク！ #11 7 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 #20 SUPER☆GiRLSの超絶アドベンチャー！ #39 佳村はるかのマニアックデート #4 ゆゆスク！ #12

8 8 8 8 8 8 8

9 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22 9 GEM can do it? #39 9 魔法笑女マジカル☆ウッチー #39 9 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24 9 9 9

渕上舞の今日は雨だから・・・ #23 GEM can do it? #40 魔法笑女マジカル☆ウッチー #40 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #25

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11

【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34

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 #5 15 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #10 15 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #21 15 15 15

ハニプラTV～8/pLanet!!の課外授業にいってみよー #6 白星☆ウィクトーリアのしまっていこうぜ！ #11 声優シェアハウス 津田美波の津田家-TSUDAYA- #22

16 水着DEいっちゃお #2 16 お祓え!西神社 #26 16 まついがプロデュース #11 16 16 16 16

水着DEいっちゃお #3 お祓え!西神社 #27 まついがプロデュース #12

17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18

【無料放送】GirlsNews #34 【無料放送】GirlsNews #34

19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20

21 21 はるかゆきよのオフレコ! #5 21 21 21 21 21

はるかゆきよのオフレコ! #6

22 ゆゆスク！ #11 22 mi-naのしゃべってみーな！ #2 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 #19 22 22 22 22

ゆゆスク！ #12 mi-naのしゃべってみーな！ #3 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 #20 まる撮り！水着少女　 #1

23 23 LinQのお助けちゃんねる #9 23 23 23 23 23

LinQのお助けちゃんねる #10

24 声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #24 24 大島バッティングセンター3 #30 24 渕上舞の今日は雨だから・・・ #22 24 GEM can do it? #39 24 24 24

声優シェアハウス 大久保瑠美のるみるみる～む #25 大島バッティングセンター3 #31 渕上舞の今日は雨だから・・・ #23 GEM can do it? #40

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

【アイドル専門チャンネルPigoo】2017年8月番組表

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～石川編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～最終編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～島根編

遊び半分で行ってはいけない心霊スポット
～静岡編

辰巳シーナ　GALAXY-NA

SKE48学園 #95

ぶっちゃけ!アイドル白書 #16

辰巳シーナ　GALAXY-NA 時乃真央　time the heart 岩崎舞　My mai

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #692
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月14日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #695
ハコイリムスメ

「Respect for ×××～Season2～」
6月19日公演

星美りか　Natural NUDE （R18） 南まゆ　Fascinating NUDE （R18）

ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #29 大堀商事小島事業部新人山根 #2 東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #28

本山なみ　Limit Break

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #747

AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #746 AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #748

中村静香　しずかに魅せられて 倉持由香　妄想マテリアル

平野聡子　同級生

うたてぃかーな vol.2 レイヤー製作委員会 平野聡子　同級生 北谷ゆり 愛と罪 ～禁断の波しぶき～ 赤井沙希　Beautiful Day

SKE48学園 #80 田代県立小島高校 #46

本山なみ　Limit Break

@JAM 2017 Day1～後編

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #687
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月7日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #693
Fullfull☆Pocket

「平日定期公演～星に願いをかけたなら～」
6月15日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #696
palet

「palet Tuesday Night」
6月20日公演

東京女子プロレス「プロレスするのだ！」 #28 大堀商事小島事業部新人山根 #2 生のアイドルが好き #52 ハコイリムスメのハコから出てもいいですか? #29

ハダカの私が見えちゃう!?アイドルオープンカルテ #6 放送休止 ZAK THE QUEEN #162 ZAK THE QUEEN #163

2017/08/28(月) 2017/08/29(火) 2017/08/30(水) 2017/08/31(木)

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #688
転校少女歌撃団

「定期公演2017～私立元麻布学園祭～」
6月8日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #694
AIS

「定期公演 AIS-Break」
6月16日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #697
虹のコンキスタドール

「ライブハウスAKIBAカルチャーズ劇場へようこそ」
6月21日公演

AKIBAカルチャーズ劇場再放送 #698
転校少女歌撃団

「定期公演2017～私立元麻布学園祭～」
6月22日公演

時乃真央　time the heart 岩崎舞　My mai 松下美保　天使×小悪魔
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