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シリーズ生誕１０周年となる『パワーパフ ガールズ』、 

待望のＮＥＷエピソード登場『ベン１０』など注目作品を続々放送！ 
■「カートゥーン スペシャル サンキュー！パワーパフ ガールズ」（３９時間一挙放送）  …………………………P.1 

■「ベン１０」（ＮＥＷエピソード登場）        ……………………………………………………･………………P.2 

■「ドクター・スースのおはなし」（日本初放送） ･･････････････････････････････…･･………………………………P.2 
■「ガズ～ン」（日本初放送）……………………………………………………………………………………………P.3 
■「ピぽらペポらスペシャル ワン！ワン！ワン！」……………………………………………………………………P.3 

■「上海アニメ～火童・三人の和尚～」 ･………･……………………………………………………………………P.3 

■「怪獣王ターガン」  …………………………………………………………………………………………………P.4 
 

■ガールズの記念日に、全７７話３９時間一挙放送！！ 
 

 

11 月 18 日は、あの大人気３人娘『パワーパフ ガールズ』が初め

て放送された記念すべき日。『パワーパフ ガールズ』は、アメリカ

での放送開始から、今年で 10 周年を迎えます！ 

カートゥーン ネットワークでは、この記念すべき日にファン必見の

特別企画をご用意しました。『カートゥーン スペシャル サンキュ

ー！パワーパフ ガールズ』では、11 月 17 日（月）9:00 から 11 月

18 日（火）24:00 まで、なんと全 77 話を 39 時間連続放送します！ 

（日本未放送のエピソードも特別に放送予定！） 

 

さらに、異例のコラボレーションとして話題となった、『水野キングダム❤パ

ワーパフ ガールズ」（読み：水野キングダム loves パワーパフ ガールズ）』

の一夜限りの復活など、見所がいっぱいの特別企画をお見逃しなく！ 

 

あの人も・・・『パワーパフ ガールズ』おめでとうコメントをたくさん頂戴しています！ 

パワーパフ ガールズのナレーターを担当する、テレビや舞台などで幅広くご活躍中の

小堺一機さんや、人気大喜利バラエティ番組『水野キングダム』から国王や大臣たち、

パワーパフ ガールズが日本で初めて放送された時に素敵な主題歌を歌ってくれた

the brilliant green、日本国内はもちろんアメリカでも人気急上昇中のガールズ・トリ

オつしまみれ、他にもファンのみんなやカートゥーン ネットワークのキャラクターからも、た

くさんの素敵なおめでとうメッセージを頂きました！ 

カートゥーン ネットワークでは、この“10 周年おめでとうメッセージ”を視聴者の皆様

に楽しんでいただけるように、楽しく、面白くパペットの市長さんが、ナビゲーターとし

て紹介していきます。 

11 月 17 日（月）、18 日（火）の特番から見られるから、お楽しみに！ 

 

たくさんの方々から、おめでとうメッセージを頂きました！ 

小堺一機さん（『パワーパフ ガールズ』のナレーションをご担当） 

 

 

 

 

水野キングダムの水野国王様（コラボ企画『水野キングダム❤パワーパフ ガールズ」に出演）

／the brilliant green（地上波放送版にて、主題歌『IT'S UP TO YOU!』を提供）   

／つしまみれ（2008 年 9 月にタイアップ企画として、イメージソング『Ｓｉｘ Mix Girls』を提供） 

 
PROGRAM INFORMATION 

カートゥーン ネットワーク １１月のおすすめ番組 
2008年9月12日発行

カートゥーン スペシャル サンキュー！パワーパフ ガールズ        
１１月１７日（月） ９：００ ～１８日（火） ２４：００ 

TM & © 2008 Cartoon Network.

© 2007 Cartoon Network. MIZUNO 
KINGDOM  TM & ©Fandango/Yoshimoto 
Kogyo. THE POWERPUFF GIRLS TM& © 
Cartoon Network. 

『パワーパフ ガールズ』10 周年、おめでとうございます。娘が 8 歳の時にこの

仕事をスタートしました。はや 10 年。この先もご活躍を期待しています。是非

１００周年までがんばってください。 
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ベン１０            
１１月１日（土）スタート 毎週土曜・日曜 ８：００～８：３０／１８：００～１８：３０ 

 カートゥーン ネットワーク初登場！ ミュージカル界の第一人者、 

今井清隆さんが、声優に挑戦！ 

今井 清隆（いまい・きよたか） 
 

「レ・ミゼラブル」のジャン・バルジャン役。「オペラ座の怪人」の怪人等、 多数の人気作品に

出演する、ミュージカル界の第一人者。 

■催眠術にかけられてしまうベン、人々を救うことができるのか！ 
 

 

 

お待たせしました！昨年 9 月に初登場以来、人気を博しているカートゥーン ネッ

トワークのオリジナル番組「ベン１０」に待望の新エピソードが登場します。ある日

偶然にも10種類のエイリアン・ヒーローに変身できる腕時計“オムニトリックス”を

見つけてしまったことから、地球に迫り来る敵と戦うハメになってしまったごく普通

の少年ベンが繰り広げるＳＦ要素満載のアクションアニメ。新エピソードでは、巨

大モールに遊びに行ったベンが、謎の催眠術師サブリミノの催眠術にかかり、無

自覚のまま、サブリミノの暗示に従ってしまったり、ベンのおじいさん・マックスの

誕生日に、２０年後の世界からグウェンドリン（成長したグウェン）が現れたりする

など、ますます目が離せないストーリーが展開していきます。是非ご期待くださ

い！ 

■＃２７『催眠術師サブリミノ』エピソード■ 

遊びに行った巨大モールで、「催眠術師サブリミノ」のパフォーマンスを見に行ったベンたち。そこで、ベンは催眠術に

かけられてしまう。眠っている間、ベンは自覚のないままに、サブリミノの暗示に従って盗みを繰り返してしまう。グウ

ェンとマックスは、ベンが催眠術にかからないように、眠らせまいとするのだが・・・。サブリミノは、時計塔から盗んだ

大時計を使って、モール中の人間に催眠術をかけ、思いのままに操ろうとする。果たしてベンは、人々を救うことがで

きるのか！？ 

 

■現代のマザー・グースとも言われる米国の名作をお届け！ 
 

ぞうのババール・ザ・ムービー 

 

現代のマザー・グースとも言われ、アメリカをはじめ世界中の子供たちが愛してやまないドク

ター･スースの絵本が原作。また、今夏公開された映画「ホートン ふしぎな世界のダレダー

レ」の原作者でもあります。今作品は、代表作「帽子をかぶったネコ」など学校の授業や家

庭など、様々な場面で子供たちの成長を見届けている歴史ある名作をベースに、70 年代に

米国でミュージカル仕立てに制作された、とてもユニークなお話です。お子様とぜひ一緒に

お楽しみいただきたい番組です。 

11月 8日（土）、16日（日）に放送する『ドクター・スースのおはなし』では、放送する４作品の

うち、日本初放送となる 3 作品（『宇宙のはてのそのはて』/『ネコと気ままな旅』/『森のロ

ーラックス』）で、ミュージカル仕立ての魅力ある雰囲気をお楽しみいただけるように、「レ・ミ

ゼラブル」や「オペラ座の怪人」などミュージカル界で活躍される今井清隆さんにネコ役の声

優をお願いしています。リズミカルな歌と随所に散りばめられた言葉遊びなど、魅力的な４

作品をどうぞお楽しみください。 

■『ドクター・スースのおはなし』に登場するエピソードはこちら 

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 

 

■『宇宙のはてのそのはて』ストーリー■ 

フーバー・ブルーブの道は宇宙の果てから地球へと続いている。宇宙の果てでは、フーバー・ブルーブが赤ん

坊を特製乳母車に乗せて地球へ送る仕事をしている。フーバー・ブルーブは人間の世界のありのままを赤ん坊

に教え、本当に人間として地球へ行きたいかどうか、決断を迫る。赤ん坊はそれでも行くことを決意し、フーバ

ー・ブルーブの道を軽やかに地球へと向かう。 

ドクター・スースのおはなし                    
１１月８日（土）、１１月１６日（日） １１：００～１３：００／１９：００～２１：００ 

NEW エピソード 

TM & © 2008 Cartoon Network.

一部日本初放送 

© 1971 CBS Paramount International 
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■大人も子供も楽しめる、新ショート・アニメーションシリーズ 
 

 

 

フランスで制作された新鮮な３Dアニメーション・シリーズが11月からカ

ートゥーン ネットワークで放送開始です！ 

そこはアフリカのサバンナのとある場所、ゾウ、シマウマ、ダチョウ、キ

リンなど、キュートな野生動物たちが、毎日ユーモラスな日々を暮らし

ている。エピソード１で放送する『Icarus dream』では、仲間たちと暮らす

ゾウが一羽の鳥に影響され、自分も空を飛ぶことを夢見ますが、空を

飛ぶために選んだ手段はいくつも失敗してしまいます。そこで鳥が、あ

ることを思いつき、空を飛べるようになるのですが・・・。美しい映像とユ

ーモアにあふれるストーリー展開が面白い、大人も子供も楽しめるショート・

アニメーションシリーズが始まります。 

 

■ワン！ワン！ワン！犬が主役のお話大集合 
 

 

 

１１月１日はワン！ワン！ワン！で、犬の日。ということで、カートゥーン ネットワーク

で活躍しているワンちゃんが主役のお話が大集合しました。特別企画『ピぽらペポら

スペシャル ワン！ワン！ワン！』では、『クルテク ～もぐらくんと森の仲間たち～』、

『マシューせんせい～ゆかいなヒルトップ病院～』、『クリフォード』、『はちぞうとジェイ

ク・葉祥明ワールド』、『キッパー』、『コロちゃんとおべんきょう』といった人気番組より、

犬が主役のタイトルが大集合。カートゥーン ネットワークで開催する犬のお祭り、是

非ご期待ください。 

 

 

 

 

番組名 番組紹介文 

『クルテク ～もぐらくんと森の仲間たち～』 

「知りたがりワンちゃんとこいぬ」 

クルテクは森の中でひとり暮らしている男の子のモグラ。冒険好きなクルテクが森に住

む仲間たちと繰り広げる楽しい物語は、チェコでは子供たちに素敵な夢を与える「おや

すみアニメーション」として、1957年から現在まで愛され続けてきました。今回放送する

エピソード「知りたがりのワンちゃんとこいぬ」は、湖のほとりで奇妙な卵を見つけ、その

卵が犬になることを信じて世話をするという、ワンちゃんが主人公のお話です。 

『マシューせんせい～ゆかいなヒルトップ病院～』 病院を舞台にした動物が主人公のクレイアニメーション版 ER。 

『ヒルトップ病院』には毎日いろんな患者さんがやってきます。思わぬ出来事にてんや

わんやしながら、患者さんもお医者さんも看護婦さんも仲良しになれる楽しい病院で

す。 

『クリフォード』 家よりも大きく、消防車より赤い犬クリフォード。見た目は他の犬とは違うけれど、楽し

いことが大好きなのは、小さかった頃から変わりません。そして、エリザベスと仲良しと

いうことも。どこへ行くのも、何をするのも一緒。いつだって２人なら楽しいのです。アメ

リカで 40年以上も愛されてきた絵本のテレビシリーズです。 

『はちぞうとジェイク・葉祥明ワールド』 日本が世界に誇る絵本作家・葉祥明が生みだした人気の絵本 2 冊が映像化されまし

た。非常に価値の高いアニメーション作品となっています。 

『キッパー』 いたずらや冒険が大好きなわんちゃん・キッパーは、どこに行ってもマイペースでのん

びり屋さん。お友達のタイガーやジェイクたちと一緒に毎日楽しく過ごしています。キッ

パーの経験する、毎日の小さな冒険や不思議な体験は、子供たちに豊かな発想や、優

しさ、礼儀正しさを教えてくれます。 

『コロちゃんとおべんきょう』 世界中の人気者、こいぬのコロちゃんと一緒にいろいろな言葉をお勉強しましょう。身

の回りにあるもので、色、形、ABC を、動物達で数を、コロちゃんの一日で時間を、コロ

ちゃんの一年で月の呼び方を、というように、基本的な知識を遊びながら身につけてい

きます。 

ピぽらペポらスペシャル ワン！ワン！ワン！            
１１月１日（土） １３：００～１５：００ 

ガズ～ン                   
毎週土曜・日曜 １３：００～１３：２０、毎週月曜～金曜 ７：００～７：２０／１１：００～１１：２０ 

日本初放送 １１月２日スタート 

ピぽらペポらスペシャル ワン！ワン！ワン！ 放送概要 

『クリフォード』

Scholastic and Logo are TM of Scholastic Inc. 

© Scholastic Ent. Inc. Clifford and Logo are TM 

of Norman Bridwell. © Norman Bridwell. All 

rights reserved.  

© TF1 / SPARKLING 2007
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■大好評の上海アニメーション 
 

ぞうのババール・ザ・ムービー 

 

『火童』は、少数民族の伝説・民話をベースに、上海アニメーションスタジオの精

鋭が子供でも容易に理解できるようなキャラクターやストーリーを構築している秀

作といえます。『三人の和尚』は、中国に伝わることわざや故事といったことを題

材にしています。いずれの作品にも、中国ならではの風刺が絶妙で、ユーモアに

富み、時代を超え、輝き続ける中国アニメーションの芸術の普遍性を感じること

ができます。ぜひ、この機会に中国アニメーションの奥深さをお楽しみください！ 

 

 

 

 

 

■５体の怪獣を従えて侵略者と戦う無敵の王！  
 

 

 

 

1969年（昭和44年）に地上波で放送されていた懐かしいアニメが登場します。うっそうとし

たジャングルに覆われた平和な惑星に住む無敵の怪獣王、それはターガン。彼はブーメ

ランにも代用できる盾を手に、惑星にやってくる侵略者に戦いを挑みます。見どころは、タ

ーガンと行動をともにしている５体の怪獣たち。空を飛び怪光線を放つもマリュー、一本

角から岩石弾を発射させるタングローなどつわものたちが、侵略者との戦いに一役買っ

て出ます。「トムとジェリー」や「チキチキマシン猛レース」など多くの有名作品を世に送り

出してきた老舗スタジオ、ハンナ・バーベラの作品の中でもシリアスタッチの異色作です。

日本を代表する喜劇王エノケンこと榎本健一や、同じく喜劇俳優の南利明といった 1960

年代に活躍した俳優が声優としてゲスト出演しています。是非お楽しみください！ 

 

 

 

■＃１『THE BEAKED PEOPLE』あらすじ■ 

バードマンに襲われた空飛ぶ猿たち１匹が、ターガンに助けを求めにやってきます。早速助けに向かったターガンで

したが、バードマンのわなにはまり捕らえられてしまいます。そしてターガンの後を追ってきた息子ケーンもまた、捕ら

えられて人質にされてしまいます…。 

 
 
 

 

お問い合わせ 
 

掲載に関するお問い合わせ：マーケティング・コミュニケーションズ部 担当増山／植木 

〒104-0061 東京都中央区銀座6-4-1東海堂銀座ビル5F 

TEL. 03-5537-1742 FAX.03-5537-1702 E-mail:prjapan@turner.com 
 

上海アニメ～火童・三人の和尚～ 
１１月７日（金）、１５日（土） ２４：００～２５：００  

怪獣王ターガン                 
毎週土曜、日曜 ５：３０～６：００／２３：３０～２４：００ 

「火童」

©上海美術映画制作所

TM & © Hanna-Barbera. 

１１月１５日スタート

TM & © Hanna-Barbera. 

 カートゥーン シアター  カートゥーン ミッドナイト  カートゥーン スペシャル 

 ブーメラン  その他のおすすめ番組 

番組ジャンル表記一覧 

ピぽらペポら 


