
爆笑必至！カートゥーン夏祭りでは、FROGMAN 作人気 FLASH アニメの「秘密結社 鷹の爪」のTV初放送を含む
劇場版６作品を６日間にわたって放送！笑って暑さを吹き飛ばそう！

鷹の爪劇場版スペシャル
8月13日（日）～18日（金）13：00、20：00
13日：秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE ～総統は二度死ぬ～
14日：秘密結社 鷹の爪 THE MOVIEⅡ ～私を愛した黒烏龍茶～
15日：秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE3 ～http：//鷹の爪.ｊｐは永遠に～【TV初】

16日：秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE4 ～カスペルスキーを持つ男～【TV初】
17日：鷹の爪GO ～美しきエリエール消臭プラス～【TV初】
18日：鷹の爪8～吉田くんのX（バッテン）ファイル～【TV初】

ひかりTVなど、詳しくはご加入の各社へお問い合わせください。IPTVで観る！

CATVで観る！ 詳しくはお近くのCATV各局へお問い合わせください。

ｃｈ331で放送中。スカパー  で観る！!
※プレミアムサービスではｃｈ.668で放送中。
※プレミアムサービスでのご視聴の場合は、専用チューナーが
　必要です。

1992年にアメリカで放送を開始してから、世界192カ国以上、
3億7000万世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネルです。 

「カートゥーン ネットワーク」とは？

カートゥーン ネットワークの視聴に関するお問い合わせはこちらまで

カスタマー センター：0570-090-937
（年中無休 10：00-20：00）

e-mail:cnjpinfo@cartoonnetwork.jp

夏休みの特別企画！みんな大好き「きかんしゃトーマス」の劇場版シリーズ5作品をまとめてみられる5日間！
個性豊かな仲間たちと繰り広げる、勇気と友情の物語をお楽しみに！

8月21日（月）～25日（金）12：00
　　　　　　　　  きかんしゃトーマス劇場版スペシャル

PEANUTS スヌーピー -ショートアニメ-

アドベンチャー・タイム 

トムとジェリー ショー

パワーパフ ガールズ　

cartoonnetwork.jp
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映画 初登場

映画

21日：映画 きかんしゃトーマス
　　　勇者とソドー島の怪物
21日：映画 きかんしゃトーマス
　　　勇者とソドー島の怪物
21日：映画 きかんしゃトーマス
　　　勇者とソドー島の怪物

22日：劇場版 きかんしゃトーマス
　　　ブルーマウンテンの謎
22日：劇場版 きかんしゃトーマス
　　　ブルーマウンテンの謎
22日：劇場版 きかんしゃトーマス
　　　ブルーマウンテンの謎

23日：映画 きかんしゃトーマス
　　　キング・オブ・ザ・レイルウェイ
　　　トーマスと失われた王冠

23日：映画 きかんしゃトーマス
　　　キング・オブ・ザ・レイルウェイ
　　　トーマスと失われた王冠

23日：映画 きかんしゃトーマス
　　　キング・オブ・ザ・レイルウェイ
　　　トーマスと失われた王冠

24日：劇場版 きかんしゃトーマス
　　　ディーゼル10の逆襲
24日：劇場版 きかんしゃトーマス
　　　ディーゼル10の逆襲
24日：劇場版 きかんしゃトーマス
　　　ディーゼル10の逆襲

25日：劇場版 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!!
25日：劇場版 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!!
25日：劇場版 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!!
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マイティ・マジソード
毎週日曜 10：00　【再放送】 翌週土曜 10：00

カートゥーン ネットワーク オリジナルの最新作「マイティ・マジソード」は、双子の戦士プロハイアスとバンブルが、
摩訶不思議なマジソード（剣）で奇想天外な冒険を繰り広げるドタバタ爆笑コメディアニメ。
テレビ放送と連動したアプリを手に入れて、新感覚アニメを楽しもう！

日本初！

マジモバイルで世界一のマジソードコレクターを目指せ！「マ
イティ・マジソード」や他の番組の放送中に、TV 画面に
「GET!!」ボタンが出たらアプリ内の GET!! アイコンをタップ
して、マジソードをGET!!しよう！他にも色々な方法でマジソー
ドをGET!! できるよ。

「マイティ・マジソード」の RPG ゲーム！プロハイアスとバンブ
ルと一緒に冒険に出かけよう！マジモバイルで集めたマジソード
を武器としてプレイしたり、ゲーム上で新たなマジソードを集め
ることもできるよ！新しいマジソードは、マジモバイルのコレク
ションにも加わるよ。

マジモバイル クエストしようぜ！

※両方のアプリ間でソードコレクションを共有するためには共通の IDでプレイをお楽しみ下さい。※両方のアプリ間でソードコレクションを共有するためには共通の IDでプレイをお楽しみ下さい。

ジ バイル

両方のアプリを行き来して最強の冒険者を目指せ！

ィ・マジソード」は、双子の戦士プロハイアスとバンブルが、
げるドタバタ爆笑コメディアニメ。
メを楽しもう！

「マイティ・マジソード」の RPG ゲーム！プロハイアスとバンブ
ルと一緒に冒険に出かけよう！マジモバイルで集めたマジソード

クエストしようぜ！ク

！指せ！マジソードは全部で100種類以上！
　　 　　　　キミは何種類集められるかな？

今すぐダウンロード！ 近日公開！



「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE ～総統は二度死ぬ～」©2007 THE FROGMAN SHOW 劇場版製作委員会  「映画　きかんしゃトーマス　勇者とソドー島の怪
物」© 2017 Gullane (Thomas) Limited.  「劇場版　きかんしゃトーマス ブルーマウンテンの謎 © 2017 Gullane (Thomas) Limited.  「映画　きかんしゃトーマ
ス　キング・オブ・ザ・レイルウェイ トーマスと失われた王冠」© 2017 Gullane (Thomas) Limited.  「劇場版　きかんしゃトーマス　ディーゼル 10 の逆襲」

© 2017 Gullane (Thomas) Limited.  「劇場版　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 !!」© 2017 Gullane (Thomas) Limited.  「PEANUTS スヌーピー - ショートアニ
メ -」© 2015 Peanuts Worldwide LLC © 2014 Edition vidéo France Télévisions Distribution  「トムとジェリー ショー」© Warner Bros. Entertainment Inc.TOM AND JERRY and all 
related characters and elements are trademarks of and © Turner Entertainment Co.  「LEGO®バットマン :ザ・ムービー <ヒーロー大集合 >」© Warner Bros. Entertainment Inc.  「こち
ら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE」©秋本治・アトリエびーだま／集英社・フジテレビ・ＮＡＳ  「こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE2 UFO襲来 ! トルネード大作戦 !!」©秋本治・
アトリエびーだま／集英社・フジテレビ・ＮＡＳ  「ガーフィールド・ショー４」“The Garfield Show” series ©2017 - DARGAUD-MEDIA. © PAWS.“GARFIELD and GARFIELD 
Characters TM and © PAWS.Inc. - All rights reserved.”  「はなかっぱ」© 2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト  「スレイヤーズ TRY」© 神坂 一・あらいずみるい / 富士見書房・
テレビ東京・テレビ東京メディアネット  「ティーン・タイタンズ」© DC Comics.   「トムとジェリー 」 Turner Entertainment Co.TOM AND JERRY and all related characters and elements 
are trademarks of and © Turner Entertainment Co.  「おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）」TM & © 2017 Cartoon Network.  「マイティ・マジソード」TM & © 2017 Cartoon 
Network.  「ぼくらベアベアーズ」TM & © 2017 Cartoon Network.  「アドベンチャー・タイム」TM & © 2017 Cartoon Network.  「おかしなガムボール」TM & © 2017 Cartoon Network.  「パ
ワーパフ ガールズ」TM & © 2017 Cartoon Network.  「ぼくはクラレンス！」TM & © 2017 Cartoon Network.  「おっはよー！アンクル・グランパ」TM & © 2017 Cartoon Network.  「レギュ
ラー SHOW～コリない２人～」TM & © 2017 Cartoon Network.  「スティーブン・ユニバース」TM & © 2017 Cartoon Network.

●番組内容は予告なく変更になることがあります。ご了承ください。
●放送時間は、番組および他の映像を含んだ表記となっております。 今月のおススメカートゥーン エクスプレス
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ぼくはクラレンス！

グリジーとレミングス

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）

おかしなガムボール

きかんしゃトーマス

はなかっぱ

パワーパフ ガールズ（リマスター版）

おっはよー！アンクル・グランパ

グリジーとレミングス

トムとジェリー

バッグス・バニー ショー

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）

ティーン・タイタンズＧＯ！

グリジーとレミングス

秘密結社 鷹の爪 シリーズ

おっはよー！アンクル・グランパ

トムとジェリー

ティーン・タイタンズＧＯ！

 おっはよー！アンクル・グランパ 

トムとジェリー ショー

グリジーとレミングス

秘密結社 鷹の爪 シリーズ

スレイヤーズ TRY

スクールランブル

ティーン・タイタンズ

バッグス・バニー ショー  8/12～ PEANUTS スヌーピー - ショートアニメ -（Newエピソード）

トムとジェリー ショー

おかしなガムボール

カートゥーン ネットワーク 2017.8     

はなかっぱ

きかんしゃトーマス

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）

ぼくはクラレンス！

おっはよー！アンクル・グランパ
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おっはよー！アンクル・グランパ 

ティーン・タイタンズＧＯ！

パワーパフ ガールズ ぼくらベアベアーズ　

ピンクパンサー＆パルズ

レギュラーSHOW～コリない２人～

アドベンチャー・タイム

おかしなガムボール

おっはよー！アンクル・グランパ

スティーブン・ユニバース

ぼくはクラレンス！

レギュラーSHOW～コリない２人～

おかしなガムボール 

おかしなガムボール 

スティーブン・ユニバース 　

おかしなガムボール

アドベンチャー・タイム 

ティーン・タイタンズＧＯ！

アドベンチャー・タイム

パワーパフ ガールズ（リマスター版）

スティーブン・ユニバース 

トムとジェリー

秘密結社 鷹の爪 シリーズ

スレイヤーズ TRY

スクールランブル

ティーン・タイタンズ

グリジーとレミングス

ぼくはクラレンス！

レギュラーSHOW～コリない２人

ピンクパンサー＆パルズ

バッグス・バニー ショー

ぼくらベアベアーズ
15:45　おっはよー！アンクル・グランパ

「マイティ・マジソード」
「おかしなガムボール」
「レギュラーSHOW～コリない２人」
「ガーフィールド・ショー４」
「スティーブン・ユニバース」　

8/12 ～
「マイティ・マジソード」
「おかしなガムボール」
「レギュラーSHOW～コリない２人」
「ガーフィールド・ショー４」
「スティーブン・ユニバース」　
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8/21～8/25 12：00-13：15
カートゥーン夏祭り

きかんしゃトーマス 劇場版スペシャル
21日：映画 きかんしゃトーマス勇者とソドー島の怪物
22日：劇場版 きかんしゃトーマスブルーマウンテンの謎
23日：映画 きかんしゃトーマス
　　　 キング・オブ・ザ・レイルウェイ トーマスと失われた王冠
24日：劇場版 きかんしゃトーマス ディーゼル10の逆襲
25日：劇場版 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!!

8/13～8/18
カートゥーン夏祭り 鷹の爪劇場版スペシャル
13日：秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE～総統は二度死ぬ～
　　　（13：00-14：30/20：00-21：30）
14日：秘密結社 鷹の爪 THE MOVIEⅡ～私を愛した黒烏龍茶～
　　　（13：00-14：30/20：00-21：30）
15日：秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE3～http：//鷹の爪.ｊｐは永遠に～
　　　（13：00-15：00/20：00-22：00）
16日：秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE4 ～カスペルスキーを持つ男～
　　　（13：00-14：00/20：00-21：00）
17日：鷹の爪GO ～美しきエリエール消臭プラス～
　　　（13：00-15：00/20：00-22：00）
18日：鷹の爪8～吉田くんのX（バッテン）ファイル～
　　　（13：00-14：30/20：00-21：30）

8/28～8/30
カートゥーン夏祭り LEGO®スペシャル
28日：LEGO®バットマン：ザ・ムービー
　　　<ヒーロー大集合>
　　　（13：00-14：30/19：00-20：30）
29日：LEGO®スーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ
　　　  ＜クローンとの戦い＞
　　　（13：00-14：00/19：00-20：00）
　　　レゴ®スーパー・ヒーローズ：ねらわれたバットマン
　　　（14：00-14：30/20：00-20：30）
30日：LEGO®スーパー・ヒーローズ：ジャスティス・リーグ
　　　  ＜悪の軍団誕生＞
　　　（13：00-14：30/19：00-20：30） カ
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こちら葛飾区亀有公園前派出所
THE MOVIE

カートゥーン夏祭り
劇場版こち亀スペシャル　
8/19 13：00～14：45

こちら葛飾区亀有公園前派出所THE MOVIE2
UFO襲来! トルネード大作戦!!

8/20 13：00～15：00

こちら葛飾区亀有公園前派出所
THE MOVIE

カートゥーン夏祭り
劇場版こち亀スペシャル　
8/19 19：00～20：45

こちら葛飾区亀有公園前派出所THE MOVIE2
UFO襲来! トルネード大作戦!!

8/20 19：00～21：00

カートゥーン夏祭り
スヌーピー
バースデー
スペシャル

(Newエピソード）

8/10
14：00～16：00

おっはよー！アンクル・グランパ

おかしなガムボール 

ユーモアたっぷりのオリジナルアニメ。

カートゥーン ネットワーク オリジナル

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）

月曜～金曜 11：00、14：00 土曜・日曜20：00 他

世代を超えて楽しめるとっておきのアニメ。

ファミリーで楽しもう！

トムとジェリー 

月曜～金曜 5：30、10：00、19：00

ティーンから大人まで楽しめる人気アニメ。

アニメファン必見！

ティーン・タイタンズ

毎日 23：30

世界中から集めた未就学児童が楽しめるアニメ。

お子様にオススメ！

はなかっぱ

毎日 6：00、12：30 他

オススメ番組
カートゥーン エクスプレス

カートゥーン ネットワーク独占日本初放送作品が目白押し！
【初回放送】日曜 10:00～11:30
【再 放 送】 土曜 10:00～11:30

日本初

日本初

日本初

レギュラーSHOW～コリない２人
New エピソード

ガーフィールド・ショー４
New エピソード

スティーブン・ユニバース
New エピソード

8月28日（月）～30日（水）13：00、19：00
LEGOⓇスペシャル

8月10日（木）14：00～16：00
スヌーピーバースデー スペシャル

8月19日（土）13：00、19：00

劇場版こち亀スペシャル
こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE

8月20日（日）13：00、19：00

劇場版こち亀スペシャル こちら葛飾区亀有公園前派出所
THE MOVIE2 UFO襲来! トルネード大作戦!!

8月31日（木）16：30～21：30

アドベンチャー・タイム Newエピ記念
サブキャラ特集 第四弾

8月11日（祝・金）13：00～19：00

おかしなガムボール
ワタソン一家スペシャル

日本初エピソードも登場！

映画映画

日本初エピソードも登場！

CARTOON PRESS
夏休みプレゼントキャンペーン 見て見て当てて！
「カートゥーン夏祭り 朝7時で笑」を見て当てて応募しよう！
正解者には豪華プレゼントが当たる！さらに、全問正解者には抽選でNewニンテンドー3DS LLが当たる！
【カートゥーン夏祭り 朝7時で笑】7月15日（土）～8月31日（木） 毎日7：00～22：00
カートゥーン ネットワークにアクセス！　　　　　　　　　　　　　　　　cartoonnetwork.jp　カートゥーン 検索 ※画像はイメージです。

ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。


