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カートゥーン ネットワーク ７月のおすすめ番組
全米最高視聴率獲得(※)のＳＦアクション・アニメ「ジェネレーター・レックス」
が待望の日本初放送スタート！
日本でのキャラクター認知率が 100%（20 代以上）の「楽しいムーミン一家」シリーズが放送開始！
夏休み特別企画として人気作を凝縮して放送する
「カートゥーン スペシャル 夏でＳＨＯＷ」を実施するほか、
今年日本版翻訳出版 40 周年を迎えた英国民的絵本のアニメーション
「ピーターラビットとなかまたち」の 5 日間連続一挙放送や、
大人気「ベン 10」シリーズの実写版２作品を２夜に渡って放送。
大人も楽しめるユニークな作品をお届けする‟カートゥーン ミッドナイト“では
シュールなブラックコメディ「オー！マイキー特別編２」をお送りいたします。
（※）全米のＴＶ局の 2 歳～11 歳を対象とした視聴率
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■ 全米№1 視聴率獲得！(※)のＳＦアクション・アニメシリーズが日本初上陸！

ジェネレーター・レックス
毎週土曜 ７：３０～８：３０／１７：００～１８：００

７月２３日(土)スタート
※２話ずつ放送

日本初放送／ＨＤ放送

アメリカ・アジアで人気を博しているカートゥーン ネットワークオリジナル制作
の SF アクション・アニメシリーズ「ジェネレーター・レックス」が日本初放送でス
タートします。
世界的人気作「ベン 10」シリーズのクリエイター陣が集結し制作した本作。アメリ
カで 2010 年 4 月に放送が開始されると同時にアニメファンの話題を独占、すべて
のテレビ局で２～１１歳が観る最高視聴率を記録した大ヒット作品です。
爆発事故により地球上の生物がナノマシンに汚染され、エヴォというモンスター
に変貌してしまう近未来を舞台に、特別な能力を持った 15 歳の少年レックスが、地
球を救う壮大なミッションを課せられ、エヴォや彼の能力を悪に利用しようとする敵
たちに立ち向かっていく姿が描かれています。
（※）全米のＴＶ局の 2 歳～11 歳を対象とした視聴率

【ストーリー】
近未来の地球。科学者たちがナノマシンという分子レベルのテクノロジーを研究中、
爆発事故によりナノマシンが世界中に飛散。地球上を汚染し全生物の体内にナノ
マシンが取り込まれてしまう。その影響で、人間は時折エヴォと呼ばれるモンスタ
ーに変貌し暴れ出すようになった。それから５年後、１５歳の少年レックスはエヴォ 「ジェネレーター・レックス」
TM & © 2011 Cartoon Network.
でありながらナノマシンを自在に操り、汚染された人間を治癒する能力を持ってい
た。その能力に目をつけたエヴォ対策機関「プロヴィデンス」は、レックスを秘密兵
器として監禁し、捜査官シックスらとともにエヴォの事件解決にあたらせる。

★放送に先がけて、６月２３日より第１話を公式サイトで先行配信！！
「ジェネレーター・レックス」公式サイト OPEN！
→カートゥーン ネットワーク HP：http://www.cartoon.co.jp
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■ フィンランドが生んだ、時代を超えて愛されるムーミンと仲間たちが初登場！
楽しいムーミン一家
７月１８日（月・祝）スタート
■
！
初登場
毎週月曜～金曜 １６：００～１６：３０
■
1945 年に、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって生み出され
た、優しくて楽しいムーミン谷の住人の毎日を描いた「楽しいムーミン
一家」。日本でも、２０歳代以上のキャラクター認知率が 100％を誇る、
国民的キャラクターです。
1990 年に日本で制作、テレビ東京系列で放送されたアニメシリーズ
「楽しいムーミン一家」を、カートゥーン ネットワーク初登場＆独占放送
で開始いたします。
本アニメシリーズは、トーベ・ヤンソン自身も制作に加わり、原作その
ままの優しいタッチで描かれた世界観が魅力。夢見がちなムーミンと、
パパ、ママ、旅が大好きなスナフキン、可愛いフローレン、正体不明の
ニョロニョロ…たくさんの個性的で自由な仲間たちが繰り広げる不思議
で心あたたまるお話をお楽しみください。

「楽しいムーミン一家」
© 2010 Moomin Characters TM / Bulls &
Dennis Livson

【エピソード紹介：第１話「ムーミン谷の春」】
長い冬から目覚めたムーミンたち。ある日、ムーミンとスナフキン、
スニフは山の岩陰でシルクハットを拾いました。この帽子はあらゆる物の姿を変えてしまう魔法の帽子でした。
ムーミンがそれをかぶってしまったので大変なことに…。
★初回放送は第１話、第２話を連続放送!!

■夏休みは、超人気作品が凝縮した‟夏でＳＨＯW“で!!

カートゥーン スペシャル 夏でＳＨＯＷ
７月２５日（月）～８月３１日（水） 平日 ８：００～１２：００
「トムとジェリー」や「ガーフィールド・ショー」、「ピンクパンサー」などカートゥーン ネットワークの中でも子どもたちに
大人気の作品を、夏休みの期間限定で、平日の午前中に集めて放送いたします。待ちに待った夏休みを存分にお
楽しみください!!

「トムとジェリー」
TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

「バックス・バニー ショー」
TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

「ピンクパンサー＆パルズ」

「ピンクパンサー」

THE PINK PANTHER TM & 1964-2004
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

THE PINK PANTHER TM & 1964-2004

「ガーフィールド・ショー」
“The Garfield Show” series
© 2011 - Dargaud-Media. All rights reserved.
© PAWS.“Garfield” & Garfield characters tm & ©
PAWS Inc. -all rights reserved.

時間

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

「オギー＆コックローチ 」

「おくびょうなカーレッジくん 」

©Xilam Animation / France 3 / Les Productions
Coquerelles INC. 1999 ©2008 Xilam Animation

TM &© 2011 Cartoon Network.

作品

内容

８：００～８：３０

トムとジェリー ＨＤ

８：３０～９：００

ガーフィールド・ショー ＨＤ

９：００～９：３０

ピンクパンサー＆パルズ ＨＤ

９：３０～１０：００

ピンクパンサー ＨＤ

１０：００～１１：００

トムとジェリー ＨＤ／バックス・バニー ショー ＨＤ
／カートゥーン クラシックス （６時で SHOW）

１１：００～１１：３０

オギー＆コックローチ

１１：３０～１２：００

おくびょうなカーレッジくん
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いつでも仲良くケンカしている、ねことネズミのベストコンビは
永遠の人気シリーズ！
わがままだけど愛らしい、世界一有名なふとっちょオレンジ
ネコのおはなし。
「ピンクパンサー」最新作シリーズ。ちょっとだけ若いピンクパ
ンサーが活躍！
アニメキャラクター初の快挙となるアカデミー賞®受賞をはじ
め、多くの記録を獲得した実力派アニメ。
人気枠「６時でＳＨＯW」が朝にも登場！期間中は、２タイトル
に加えて、 “カートゥーン クラシックス”も一緒に放送！
ネコのオギーと天敵の３匹のゴキブリ、ディーディー、ジョー
イ、マーキーが主人公のドタバタコメディ
カーレッジは勇猛果敢な番犬・・・になりたくてもなれずにい
る、途方もないほどの臆病な犬の物語。

■今年は日本語版出版４０周年！「ピーターラビット」を一挙放送

ピーターラビットとなかまたち スペシャル
７月１８日（月）～２２日（金） １２：００～１３：００
世界中の子供から大人まで、幅広く愛され続けている名作絵本『ピータ
ーラビット』のアニメーション・シリーズ「ピーターラビットとなかまたち」を５日
間にわたって送いたします。
ビアトリクス・ポターが友人の息子に宛てた絵手紙が原型とされ、1902 年
初の絵本出版以来、累計発行部数は１億５千万部を超え、今年は日本語
版出版４０周年、2012 年には絵本出版 110 周年を迎えます。
イギリスの湖水地方を舞台に、いたずらっこの主人公のウサギ・ピーター
が過ごす日々を、美しい自然の中で描いています。ナレーションに壇ふみ
さんを迎え、お馴染みの可愛らしいキャラクターたちと、その暖かい世界感
をお楽しみください
「ピーターラビットとなかまたち」
© Frederick Warne & Co, 1992

※期間中は１日２話放送。（最終日のみ１話）

家族みんなで楽しめる作品がいっぱい！ポップコーン
■「ベン１０」シリーズの実写版長編作品を２夜連続放送！

ポップコーン スペシャル
７月２８日（木） １９：００～２０：３０
７月２９日（金） １９：００～２０：３０

ベン１０：時との戦い
ベン１０：謎のチップを追え！

ＨＤ放送

カートゥーン ネットワークのオリジナル作品の大人気シリーズ「ベン 10」の実写
版「ベン 10：時との戦い」、「ベン 10：エイリアン・フォース」の世界を実写にした
「ベン 10：謎のチップを追え！」の長編２作品を２夜連続で放送いたします。
■ベン 10：時との戦い
【放送】７月２８日（木） １９：００～２０：３０
大人気の「ベン 10」実写版長編第 1 弾作品。
【ストーリー】
アメリカ大陸横断旅行を終えて、地元に戻ってきたベンたちだったが、新たな
敵のエイリアン、イオンが突如現れる。イオンはかつてマックスらによって捕らえ
られ、幽閉されているはずだった。そのイオンが、逃げ出し、最終兵器を起動さ
せ自分の仲間たちを地球に呼び寄せようとしていた。果たしてベンはイオンの計
画を阻止することが出来るのか！？
監督：アレックス・ウィンターが監督・製作総指揮
■ベン 10：謎のチップを追え！
【放送】７月２９日（金） １９：００～２０：３０
『ベン 10：エイリアン・フォース』の世界を舞台にしたアクション・
アドベンチャームービー。
脚本は、『ハルク』や『ファンタスティック・フォー：銀河の危機』
などの大ヒット SF 映画を生みだしたジョン・ターマンが担当。
【ストーリー】
行方不明の父親（ヴァリダス）を捜す謎の少女、エレナを助け
るために、仲間から離れるベン。ベンはその捜索の途中で、“謎
のチップ”とエイリアンとのある関係を察知する。“謎のチップ”の
追跡とエレナの父親（ヴァリダス）の行方を捜すベン、そしてエイ
リアン侵略を阻むグウェン、ケビン、マックスが、それぞれ、世界
を救うために新たな敵に立ち向かう。
監督：アレックス・ウィンターが監督・製作総指揮
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「ベン 10：時との戦い」
TM &© 2011 Cartoon Network.

「ベン 10：謎のチップを追え！」
TM & © 2011 Cartoon Network.

■『ポップコーン』 放送作品
放送日

放送時間

作品名

7 月 2 日（土）、10 日（日）

11:00～12:30/19:00～20:30

トゥイーティーのフライングアドベンチャー

7 月 3 日（日）

11:00～13:00/19:00～21:00

リトルニモ

7 月 9 日（土）、17 日（日）

11:00～12:30/19:00～20:30

宇宙家族ジェットソン 劇場版

7 月 16 日（土）、24 日（日）

11:00～12:30/19:00～20:30

バルト

7 月 23 日（土）、31 日（日）

11:00～12:30/19:00～20:30

バルト 新たなる旅立ち

7 月 30 日（土）

11:00～12:30/19:00～20:30

マイ・フェア・マドレーヌ

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。

■マネキン家族が繰り広げるシュールなブラックコメディ
オー！マイキー 特別編２
７月１５日（金）、２３日（土） ２４：００～２５：００
アメリカから来たマネキンファミリーが繰り広げる、ブラックコメディ
シリーズ「オー！マイキー」。カートゥーン ネットワークのオリジナル
特別編成版第 2 弾として、1 時間にわたって放送いたします。
「オー！マイキー」は、映像クリエイター・石橋義正が制作した笑顔
が印象的なマネキンの男の子・マイキーとその家族を中心に繰り広
げられるショートドラマ。2000 年にテレビで放送が開始されて以来幅
広いファンを獲得し、世界でも注目されるほどの人気シリーズです。
「オー！マイキー 特別編２」
©オー！マイキープロジェクト 2005

■『CARTOON MIDNIGHT』その他の放送作品
放送日

放送時間

7 月 1 日（金）、9 日（土）

作品名

深夜 0:00～1:00

ガズ～ン

7 月 2 日（土）

深夜 0:00～1:00

しろくまベッコム 番外編１

7 月 8 日（金）、16 日（土）

深夜 0:00～1:00

サーリ島のおはなし

7 月 22 日（金）、30 日（土）

深夜 0:00～1:00

ミオ＆マオ シリーズ

7 月 29 日（金）

深夜 0:00～1:00

マシューせんせい 〜ゆかいなヒルトップ病院〜

番組ジャンル表記一
ポップコーン

CARTOON MIDNIGHT

BOOMERANG

その他のおすすめ番組

カートゥーン スペシャル

カートゥーン ネットワーク HP http://www.cartoon.co.jp/
■カートゥーン ネットワークとは
世界 160 ヶ国以上、約 2 億 5 千万世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。「トムとジェリー」や「パワーパ
フ ガールズ」はじめ、名作から話題の作品まで、世界のアニメを 24 時間放送している。スカパー! 、スカパー! e2 、ケ
ーブルテレビ、ブロードバンドで視聴可能。2011 年 3 月末現在の視聴可能世帯数は約 728 万世帯。

4

