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カートゥーン ネットワーク 4 月のおすすめ番組
「トムとジェリー」シリーズ最新作「トムとジェリー シャーロック・ホームズ」が初放送！
「ベン１０」シリーズ」最新シリーズ「ベン１０：アルティメット・エイリアン」が日本初放送スタート！
ほか、４月下旬公開の劇場新作を記念した「きかんしゃトーマス劇場版 スペシャル」を実施。
人気シリーズ「トランスフォーマー アニメイテッド」の未放送エピソードを TV 初放送。
また、手塚治虫の名作長編を、平日夜に４日間連続で放送、
ミッドナイト枠ではスペインのユニークなクレイアニメ「かたつむリンピック」、
G.W．に半生を描いた映画も公開される、赤塚不二夫の代表作「天才バカボン」を放送など
バラエティに富んだラインナップでお送りいたします。
■新作長編スペシャル トムとジェリー シャーロック・ホームズ（日本初放送/HD 放送） …………P.１
■ベン 10：アルティメット・エイリアン（日本初放送/HD 放送）…………………………………………P.２
■きかんしゃトーマス劇場版 スペシャル………………………………………………………………………P.２
■天才バカボン （HD 放送）……………………………………………………………………………………P.２
■トランスフォーマー アニメイテッド 未放送エピソード スペシャル（日本初放送 HD 放送）………P.３
■ポップコーン スペシャル（手塚治虫４作品）………………………………………………………………P.３
■ＣＡＲＴＯＯＮ ＭＩＤＮＩＧＨＴ「かたつむリンピック」 ……………………………………………P.３

■ あのシャーロック・ホームズが事件解決?! 話題の新作初登場！

新作長編スペシャル トムとジェリー シャーロック・ホームズ
４月１６日（土）、２４日（日） １１：００～１２：３０／１９：００～２０：３０

日本初放送/HD 放送

2010 年に制作された「トムとジェリー」シリーズの最新長編作品「トムとジ
ェリー シャーロック・ホームズ」がカートゥーン ネットワークに初登場！
かの有名なシャーロック・ホームズと、助手のワトソンとともに、トムとジェ
リーの名コンビが大活躍！アクション、アドベンチャー、ミステリー、満載で
お届けします。
また放送後には、トムとジェリー作品でもおなじみで、本作にも登場する
犬のドルーピーが主人公の作品の中から、HD 化した未放送エピソード 4 話
を日本初放送いたします。
【あらすじ】
宝石泥棒のせいでロンドンは大混乱！この事件を解決できるのは、かの有名なシャ
ーロック・ホームズと助手のワトソン、そして忘れてはならない我らがトムとジェリ
ー！真相解明のためロンドンの町中を縦横無尽に駆け回ります。トムとジェリーとい
っしょにタフィ、スパイク、ドルーピーらおなじみのキャラクターたちも登場。古典推
理劇とエネルギッシュなアニメーションが見事に融合した痛快エンターテイメント！

「トムとジェリー シャーロック・ホームズ」
TM &(c)Turner Entertainment Co.

★合わせて「トムとジェリー シャーロック・ホームズ」にも登場している
キャラクター、犬の“ドルーピー”が主役の作品 4 話を、新たに HD 化して日本初放送！
【放送エピソード】
「Dixieland Droopy」 「Droopy Leprechaun」 「Millionaire Droopy」 「One Droopy Knight」
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■カートゥーン ネットワークオリジナル人気作！「ベン１０」シリーズ最新にしてファイナルシリーズ、放送開始！
ベン１０：アルティメット・エイリアン

４月９日（土）スタート

毎週土曜・日曜 ７：３０～８：００／１７：００～１７：３０／２５：３０～２６：００

日本初放送/HD 放送

アクション・アドベンチャーアニメ、ベン１０シリーズの最新作 「ベン１０：アル
ティメット・エイリアン」（全２０話）が待望のスタート！ 「ベン１０：エイリアン・フ
ォース」から 1 年後。１６歳になったベンと仲間たちが、さらにパワーアップして
活躍！！放送開始を記念して、初回放送日は１～３話を連続放送する拡大版
を放送いたします。また、それに先立ち、前シリーズである「ベン１０：エイリア
ン・フォース」を４日間にわたり一挙放送いたします。
【あらすじ】
１６歳になったベンは彼女もできて、車の運転もできるようなり、上機嫌だった。
しかしネットの投稿ビデオからベンの正体が世界中に知れ渡ることに！
みんなのヒーローになったベンの活躍は続く！！

「ベン１０：アルティメット・エイリアン」

TM & ©2011 Cartoon Network.

★放送開始記念！初回放送の４月９日は時間を拡大して第１～３話一挙放送！
■「ベン１０：アルティメット・エイリアン」初回拡大スペシャル
４月９日（土） ７：３０～９：００、１７：００～１８：３０、２５：３０～２７：００
★放送開始記念！前シリーズがおさらいできる一挙放送も実施！
■「ベン１０：エイリアン・フォース」後半を一挙放送＜#２７-#４６＞
４月４日（月）～８日（金） １９：００～２１：００
「ベン１０：エイリアン・フォース」

TM & ©2011 Cartoon Network.

■４月下旬に劇場版最新作公開！その前に長編作品を観て予習しよう！

きかんしゃトーマス劇場版 スペシャル
４月２３日（土）、２４日（日） ９：００～１０：１５／１４：３０～１５：４５
最新作映画「きかんしゃトーマス ミスティアイランド レスキュー大作戦!!」公開記念として、「きかんしゃトーマス劇
場版 スペシャル」を放送いたします。4 月 23 日、24 日と２日間にわたって、2009 年、2010 年の劇場公開作２作品
をお届けします。トーマスと個性豊かな仲間たちの友情と冒険をご堪能ください。
■「トーマスをすくえ!! ミステリーマウンテン」
４月２３日（土） ９：００～１０：１５／１４：３０～１５：４５
ソドー島の新しく発見された街を舞台にトーマスと仲間たちが
大冒険を繰り広げます。
■「きかんしゃトーマス 伝説の英雄（ヒロ）」 HD 放送
４月２４日（日） ９：００～１０：１５／１４：３０～１５：４５
日本生まれの蒸気機関車「HIRO（ヒロ）」が登場し話題になった劇場版最新作
★TV シリーズも好評放送中！ ４月より平日の放送時間を変更して放送いたします!!
■「きかんしゃトーマス」 毎週月曜～金曜 ７：００～７：２０
<画像左>「トーマスをすくえ!! ミステリーマウンテン」 ©2011Gullane (Thomas) Limited.
<画像右>「きかんしゃトーマス 伝説の英雄（ヒロ）」 ©2011 Gullane (Thomas) Limited.

■ＧＷには、作者・赤塚不二夫の半生を描いた映画も公開！ご存知ナンセンスギャグアニメ決定版

天才バカボン
毎週月～金 9：30～10：00/15：30～16：00

４月４日より平日放送スタート
土・日 10：30～11：00/26：30～27：00

HD 放送

奇天烈なパパと美人のママを持つお人よしで天然ボケな小学生バカボンを中心
に次々と起こる珍騒動の数々が描かれ、一躍日本の人気アニメとなった赤塚不二
夫原作のナンセンスギャグアニメ「天才バカボン」。４月より、平日でも作品を放送
を開始致します。ＧＷには、浅野忠信演じる赤塚不二夫の人生を綴った映画「これ
でいいのだ!! 映画★赤塚不二夫」の公開を控え、再び注目を集めています。
この機会にぜひ赤塚ワールドをたっぷりお楽しみください。
※放送スケジュールについて…
4 月 3 日までは土・日の放送枠のみ。4 月 4 日より平日にも放送枠を増やしての放送と
なります。
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「天才バカボン」

©赤塚不二夫／TMS

■世界中の男の子たちを魅了しているアニメシリーズ！
トランスフォーマー アニメイテッド 未放送エピソード スペシャル
４月１６日（土） ７：００～８：３０／１６：３０～１８：００／２５：００～２６：３０

日本初放送/ HD 放送

日本生まれ、アメリカ育ちの世界的大ヒットタイトルのアニメ「トランスフォーマー アニメイテ
ッド」。その未放送エピソードを TV 初放送します。「トランスフォーマー アニメイテッド」は
2007 年から北米を中心に海外で放送され、人型のロボットから車や飛行機などまったく別
の形態へと自由に姿を変形（トランスフォーム）する超ロボット生命体＝トランスフォーマー
が、トランスフォームしながら敵と戦うというこれまでにない斬新な設定で世界中の男の子
たちを魅了してきた作品です。
【ピックアップエピソード】死を呼ぶ宇宙生物！
町はずれの林にサイバトロンのものらしき信号を受信したバンブルビーとプロ―ルは、サリと一緒にその信号元に
探索へいくことへ。キャンプに気分を楽しんでいた彼らに忍び寄るのは、死を呼ぶ謎の宇宙生物だった…!?

「トランスフォーマー アニメイテッド」
©TOMY

★４月１７日（日）からはレギュラー放送も再スタート！
■「トランスフォーマー アニメイテッド」 毎週土曜・日曜 ７：００～７：３０／１６：３０～１７：００／２５：００～２５：３０

家族みんなで楽しめる作品がいっぱい！ポップコーン
■手塚治虫の傑作長編アニメ作品を４日間連続でお届けします！

ポップコーン スペシャル （手塚治虫４作品）
４月１１日（月）～１４日（木） １９：００～２１：００
手塚治虫の長編作品から選りすぐりの長編作品を、４夜連続で放送いたします。
「マリンエクスプレス」「フウムーン」は、チャリティー番組のために製作されたエコをテ
ーマにした長編作品。アトムやブラックジャックなど手塚治虫の人気キャラクターが登
場して話題になりました。ほか、手塚流の孫悟空を描いた「ぼくの孫悟空」、「ジャングル
大帝 劇場版」をお届けします。ご家族みんなでゆったりとお楽しみください。
■マリンエクスプレス 【放送】４月１１日（月）１９：００～２１：００
2002 年、太平洋横断海底鉄道マリンエクスプレスは数々のアクシデントに遭遇し…。

「ﾏﾘﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ」©手塚プロダクション

【放送】４月１２日（火）１９：００～２１：００
■フウムーン
手塚の初期の代表作「来るべき世界」を原作。新人類フウムーンが超能力で迫り来る死の
暗黒ガス雲をいち早く察知し、地球を脱出するが…。
■ジャングル大帝 劇場版 【放送】４月１３日（水）１９：００～２１：００ HD 放送
手塚治虫の代表作である「ジャングル大帝レオ」の劇場版。
■ぼくの孫悟空
【放送】４月１４日（木）１９：００～２１：００ HD 放送
仲間との出会い、魔物たちとの闘い、崑崙、そして孫悟空の隠された秘密とは…。
「ﾌｳﾑｰﾝ」 ©手塚プロダクション

ＣＡＲＴＯＯＮ ＭＩＤＮＩＧＨＴ
毎週末の深夜枠「カートゥーン ミッドナイト」では、大人も楽しめるユニークな作品を特別にお送りしています。

■かたつむりがスポーツに奮闘するスペイン生まれのユニークなクレイアニメ

かたつむリンピック
４月２２日（金）／３０日（土） ２４：００～２５：００
スペイン生まれの「かたつむリンピック」は、一見運動とは無縁そうなのんびりしたか
たつむりたちが、オリンピック選手さながらにさまざまな種目の練習や試合に精を出す
ユニークなクレイアニメ。チームワークや友情、ライバルとの葛藤など、スポ根ものに
は欠かせないシーンも次々に登場、カートゥーン ミッドナイトでは笑いと感動のエピソ
ードを 7 話厳選してお送りします。
「かたつむリンピック」

カートゥーン ネットワーク HP http://www.cartoon.co.jp/
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©TRUCA FILMS S.L

