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カートゥーン ネットワーク 9 月のおすすめ番組
ガーフィールドの大人気シリーズのセカンド･シーズン「ガーフィールド・ショー２」日本初登場、
オリジナル人気シリーズの最新長編「インドだぜ！ジョニー・ブラボー」、
英国の人気小説原作の映画『チョコレート・アンダーグラウンド／ぼくらのチョコレート戦争』等、新作続々！
また、１０月公開の映画『ロラックスおじさんの秘密の種』の原作者で、
米・国民的絵本作家ドクター・スースの短編４作集「ドクター・スースのおはなし」ほか、
オリジナル作品の中でも根強い人気シリーズ「ビリー＆マンディ」初の全話放送や、
50 周年を迎えるタツノコプロ３作品のＨＤリマスター放送など盛りだくさん！
■ガーフィールド・ショー２（日本初放送/HD） ……………………………………………………………P.１
■インドだぜ！ジョニー・ブラボー（日本初放送/HD） ……………………………………………………P.２
■チョコレート・アンダーグラウンド／ぼくらのチョコレート戦争（初登場/HD）………………………P.２
■ポップコーン「ドクター・スースのおはなし」 ……………………………………………………………P.３
■カートゥーン スペシャル ビリー＆マンディ 全話見なさいよ！…………………………………………P.３
■カートゥーン スペシャル ピーターラビットのおたんじょうび …………………………………………P.４
■タツノコプロ５０周年！３作品放送（HD）
…………………………………………………………P.４

■ギネス記録を持つ世界一有名なぽっちゃりネコ・ガーフィールド、新シーズンがスタート！

ガーフィールド・ショー２

９月２２日（土）スタート

土曜・日曜 ７：３０～８：００／１７：００～１７：３０

日本初放送/HD

オレンジ色のぽっちゃりネコ・ガーフィールドを主人公に描いた
人気ＣＧアニメーション「ガーフィールド・ショー」。
最新シーズンとなる「ガーフィールド・ショー２」がいよいよ日本
初放送を開始します。
「ガーフィールド」は、アメリカの漫画家ジム・デイヴィスによって
1978 年 6 月より連載された新聞漫画。いたずら好きでその愛す
べきキャラクターは、たちまち読者の心をつかみ、今や全世界の
約 2,600 以上の新聞で連載。その記録はギネスにも認定されて
います。単行本の発行部数は全世界で１億 3,000 万部超！いま
や、全米で２億 6,000 万人ものファンを持つ大人気シリーズです。
「ガーフィールド・ショー２」では、ラザニアとお昼寝大好きなガ
ーフィールドが、のんきな飼い主のジョン、そして天真爛漫なワンコ
のオーディ、さらにジョンのガールフレンドのリズなど周りを巻き込
んで、とんでもないガーフィールド･ワールドを繰り広げます。一見
普通の日常に突然の SF 的な絶妙なストーリーが広がる展開にま
すます目が離せません。

「ガーフィールド・ショー２」
“The Garfield Show” series ©2012- Dargaud-Media.
All rights reserved. © PAWS. “Garfield” & Garfield
characters tm & © PAWS Inc. - all rights reserved.

ガーフィールド

ジョン
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ラザニアをはじ
めとするイタリ
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■カートゥーンのうぬぼれ男、ジョニー・ブラボーが、インド映画の聖地・ボリウッドで大暴れ!!

インドだぜ！ジョニー・ブラボー
日本初放送/HD

９月１４日（金） １９：００～２０：３０
カートゥーン ネットワークオリジナルの人 気 作 品 「ジョニ
ー・ブラボー」シリーズの最 新 作 で長 編 「インドだぜ！ジョニ
ー・ブラボー」を日 本 初 放 送 ！
今 度 のジョニーは、インドでスターに!?
ひょんなことから、インド映 画 の聖 地 ・ボリウッドを目 指 した
ジョニーの奮 闘 を描 くコメディに仕 上 がっている最 新 長 編 。
まさに“ボリウッド映 画 ”を彷 彿 させるミュージカル調 の歌
唱 シーンやセリフ、ダンスが盛 り込 まれた本 作 は、本 場 であ
るインドで制 作 。ボリウッドの人 気 スター、ジギー役 には声
優 の三ツ矢雄二さんを迎え、ジョニー役の成田剣さんと共に、
テンポのよいジェット・コースターコメディにご期待ください！

日本初放送/HD

「インドだぜ！ジョニー・ブラボー」
TM & © 2012 Cartoon Network.

【あらすじ】
売れなくなったタレントのジョニーが、インド映画の聖地、ボリウッドで再起
をはかるべく、インドに上陸。しかしそこには、すでに絶大な人気を誇るス
ター・ジギーがいた。しかし彼の人気の秘密を知ったジョニーは･･･。
果たして、ジョニーはジギーに勝てる人気スターになれるのか！？
声の出演：ジョニー・ブラボー・・・成田剣

ジギー・・・三ツ矢雄二

家族みんなで楽しめる作品がいっぱい！ポップコーン
■ぼくらの自由を取り戻せ！！英 BBC 制作の人気ドラマを日本でアニメーション化した意欲作

チョコレート・アンダーグラウンド／ぼくらのチョコレート戦争
■

９月２９日（土） １１：００～１２：４５／１９：００～２０：４５

健康のためにとチョコレートの禁止を強制された架空の
世界を舞台に、自由を取り戻そうと大人たちに立ち向かっ
ていく少年少女の活躍を描く「チョコレート・アンダーグラ
ウンド/ぼくらのチョコレート戦 争 」を放 送 いたします。
本 作 は、イギリス BBC 放送の少年少女向け連続ドラマ
として創作され評判となり小説化。イギリスを起点に世界
中で人気を集めました。日本でも「チョコレート・アンダーグ
ラウンド」という題名で刊行され、アニメーション制作された
長編作品です。ＴＶアニメ「図書館戦争」の浜名孝行が監
督、世界的にも評価の高いプロダクション I.G が制作を担
当した注目作品です。

初登場／HD

「チョコレード・アンダーグラウンド／ぼくらのチョコレート戦争」
©2009 チョコレート・アンダーグラウンド製作委員会

【あらすじ】
“健全健康党”が選挙で勝利を収めたとある国。さっそく健全健康党は、チョコレートをはじめ甘いものを健康に
悪いからと禁じた“チョコレート禁止法”を発令した。街ではチョコレート警察が監視の目を光らせ、違反者を片っ
端から逮捕していく。これに怒ったハントリー、スマッジャーの少年２人は、憧れの少女ルイーズと力を合わせ、
チョコレートの密造・密売で徹底抗戦に打って出るのだが…。
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■１０月に公開の劇場映画の原作者、米・国民的絵本作家が描く“現代のマザー・グース”的世界

ドクター・スースのおはなし
９月２２日（土）、３０日（日） １１：００～１３：００／１９：００～２１：００
アメリカの子どもが必ず読むと言われる国民的絵本作家ドクター・スース。
彼が生み出した絵本をアニメーションにした「ドクター・スースのおはなし」を
放送いたします。
世界中の学校の授業や家庭などで読み継がれているロングセラーで、実
写映画にもなった「帽子をかぶったネコ」をはじめ、リズミカルな歌と随所に散
りばめられた言葉遊びなどがたのしめる４作品。“現代のマザー・グース”とも
呼ばれるスースの独特のキャラクターがたくさん登場する不思議な世界をお
届けします。
また、「森のローラックス」は、今年 3 月に全米公開され大ヒットを記録、１０
月には日本でも公開を控える映画『ロラックスおじさんの秘密の種』と同じ原
作を元に作られている作品です。
【放送作品】
1.帽子をかぶったネコ/ 2.宇宙のはてのそのはて
3.ネコと気ままな旅/ 4.森のローラックス

「ドクター・スースのおはなし」
4 話 森のローラックス
©1972 CBS Studios Inc

■9 月の『ポップコーン』放送作品
放送日
9 月 1 日(土)、9 日(日)
9 月 2 日(日)
9 月 8 日(土)、16 日(日)
9 月 15 日(土)、23 日(日)

放送時間
11:00～13:00/19:00～21:00
11:00～12:30/19:00～20:30
11:00～13:00/19:00～21:00
11:00～12:30/19:00～20:30

作品名
ルーニー・テューンズ：バック・イン・アクション
トムとジェリー オズの魔法使
リトルニモ
マドレーヌとすてきな家族

■強烈な個性のキャラクターたちが繰り広げるコメディ・シリーズ、初の一挙放送！

カートゥーン スペシャル ビリー＆マンディ 全話見なさいよ！
９月１７日（祝・月）～１９日（水） ８：００～２１：００
ビリーとマンディと死神グリムの日々を描くコメディ・シリ
ーズ「ビリー＆マンディ」を初！一挙放送いたします。
本作は、好奇心旺盛なコンビ、おとぼけビリーとタフな女
の子マンディ、そして二人との賭けに負けて地上で暮らす
ことになってしまった、運の悪い死神グリムの珍事件が絶
えない毎日を描いた、ブラック・ユーモアが冴えるコメディ・
シリーズ。怪物や魔物ハンターなど、個性的でどこか憎め
ないキャラクターたちにも注目して、お楽しみください。
「ビリー＆マンディ」
TM & ©2012 Cartoon Network.

■ビリー
ちょっとおとぼけ
な男の子。どこに
いても何があっ
ても楽しめるタイ
プ。人前に出る
のが苦手。靴下
が好き。

■マンディ
ビリーの親友。生
まれながらにして
リーダー格の女の
子。言う事はいつ
も正しい。謎は何
としても解明する
タフさを持ってい
る。
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■グリム
本当は寂しがり屋の
死神。ビリーのペット
であったハムスターの
命を奪いに来た際、ビ
リー達との賭けに負け
てしまい、2 人の親友
として地上で生活する
事に。

■９月４日のピーターラビットのバースデーを記念して、全９話を放送！

カートゥーン スペシャル ピーターラビットのおたんじょうび
９月４日（火） １３：００～１７：３０
ピーターラビットのお誕生日にあたる 9 月 4 日、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た「ピーターラビットとなかまたち」全 9 話を
一挙放送いたします。
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
ーターラビットとなかまたち』のアニメーション・シリーズ。
1902 年に初めて出版されてから、今年 2012 年に絵本出版 110 周年
を迎えるロングセラーの名作です。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、やさしく暖かい世界感をお
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

タツノコプロ創立 50 周年！！
「ハクション大魔王」 「タイムボカン」 「科学忍者隊ガッチャマン」
人気代表作３作品をまとめて第 1 話より放送決定！
特設サイトでは CN×タツノコプロ オリジナル壁紙＆ぬりえが登場！
2012 年 10 月に創立 50 周年を迎える株式会社竜 の子 プロダクションの代 表 作 であり、
大 人 気 のアニメシリーズ「ハクション大 魔 王 」「タイムボカン」「科 学 忍 者 隊 ガッチャマン」を HD リマスター版で
同 時 放 送 開 始 ！！子供の頃作品を見ていた大人から、これから初めて見るお子様まで、世代を超えてみんなで
楽しめる３作品を見比べながらお楽しみください。

★放送開始記念！カートゥーン ネットワーク公式ウェブサイト内に特設サイトを開設
オリジナルの限定壁紙や、ぬりえ、ショートムービーなど楽しいコンテンツを用意しています！
詳しくは公式ウェブサイト内「タツノコプロ」特設サイトへ⇒http://www.cartoon.co.jp

★放送概要★
９月３日（月）より３作品同時放送開始
毎週月～金曜 ２１：３０～２３：００
２１:３０～「ハクション大魔王」
２２:００～「タイムボカン」
２２:３０～「科学忍者隊ガッチャマン」
©タツノコプロ

「ハクション大魔王」

「タイムボカン」

「科学忍者隊ガッチャマン」

番組ジャンル表記一覧
ポップコーン

カートゥーン スペシャル

その他おすすめ番組

CARTOON MIDNIGHT

カートゥーン ネットワーク 公式ウェブサイト http://www.cartoon.co.jp/
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