
日本初放送

カートゥーン エクスプレス
10連休だよ !カートゥーンGWスペシャル 
トムとジェリー すくえ ! 魔法の国オズ
トムとジェリー スパイス・クエスト

アドベンチャー・タイム
集中講座

毎週(土)17:00 5/11(土)スタート! 5/1(祝・水) 8:00、19:00 5/5(祝・日)スタート! 毎週(日)10:00、 [再]翌 (土)10:00

毎週(日)朝10:00からは海外アニメTVシリーズの独占
日本初放送エピソードが月替わりで登場!  新作や、日本
初エピソードを誰よりも早く楽しめます!

トムとジェリーが力を合わせて魔法の国オズをすくう!
おなじみのドタバタに大爆笑!歌とダンスに心ワクワク!
痛快ミュージカル・アドベンチャー!

ストーリーをたどり、伏線やキャラの魅力が再確認出来る
エピソードをピックアップした「集中講座」の第1弾から
第5弾までを毎週放送!

カートゥン 母の日スペシャル
おかしなガムボール  主役はママよ！
5月12日（日）14：00～17：00

10連休だよ!カートゥーンGWスペシャル
劇場版NARUTO‐ナルト‐
5/3(祝・金)̃5/6(休・月) 8:00、20:00

5 月 12 日（日）は母の日！ 日頃の感謝を込めて「おかしなガムボー
ル」から、ガムボールのママ「ニコル」が大活躍？するエピソードをセ
レクトし、３時間にわたって大放送！

大迫力の忍者バトルが繰り広げられる「劇場版NARUTO-ナ
ルト-」４作品をGWに４日連続でお届け！ 副音声で「英語版」も
お楽しみください。

ピングー in ザ・シティ
毎週(金) 10:45、12:45（5/10～）スタート！　（月）～（木）ピングー

CS初放送

英語版 日本初放送

小さなペンギンの男の子「ピングー」の新シリーズをCS初放送 !
様々な仕事に挑戦し、持ち前の機転と明るさで周りをハッピー
にしてしまう新ピングーをお楽しみください。

カートゥーン 検索
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●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。今月のおススメカートゥーン エクスプレス

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、
4億世帯以上が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネルです。 

cartoonnetwork.jp

「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

「ピングー in ザ・シティ」 © 2018The Pygos Group © MATTEL, NHK, NEP, PPI 「劇場版NARUTO-ナルト- 疾風伝 火の意志を継ぐ者」 ©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ ©劇場版NARUTO製作委員会 2009 「トムとジェリー すくえ!魔法の国オズ」 © Warner Bros. Entertainment Inc. TOM AND JERRY and all related 
characters and elements are trademarks of and © Turner Entertainment Co. 「アドベンチャー・タイム」「おかしなガムボール」 「ぼくらベアベアーズ」「おっはよー!アンク ル・グランパ」「ぼくはクラレンス!」「レギュラーSHOW~コリない2人~」 TM & © 2019 Cartoon Network
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オギー＆コックローチ　5/14～ オギー＆コックローチ３

スティーブン・ユニバース　

ぼくらベアベアーズ　

ぼくはクラレンス！

パワーパフ ガールズ　

ティーン・タイタンズＧＯ！

クラスメイトはモンキー

 まいにちトムとジェリー

きかんしゃトーマス

グリジーとレミングス

グリジーとレミングス 

ベン10：オムニバース

おっはよー！アンクル・グランパ

まいにちトムとジェリー

おかしなガムボール

ティーン・タイタンズＧＯ！

おっはよー！アンクル・グランパ

きかんしゃトーマス　まいにちあさ・ひる 2 回放送中！

はなかっぱ 
12：45～ ピングー　5/10～ ピングー in ザ・シティ

ティーン・タイタンズＧＯ！

おかしなガムボール

おっはよー！アンクル・グランパ

おかしなガムボール 

オギー＆コックローチ３　5/21～オギー＆コックローチ

OK K.O.! めざせヒーロー　 
14：15～ プリンセス ユニキャット
ガーフィールド・ショー４　 
14：45～ 　ベン：10　

ティーン・タイタンズＧＯ！

ぼくらベアベアーズ

バービー　ドリームハウスアドベンチャー

　OK K.O.! めざせヒーロー
19：45～ プリンセス ユニキャット

おっはよー！アンクル・グランパ

グリジーとレミングス

 スティーブン・ユニバース

おかしなガムボール

まいにちトムとジェリー

カートゥーン ネットワーク 2019.5     

はなかっぱ 
6：45～ ピングー

はなかっぱ 
10：45～ ピングー　5/10～ ピングー in ザ・シティ

ピンクパンサー＆パルズ

ぼくらベアベアーズ
11：45～ ガーフィールド・ショー４

きかんしゃトーマス　まいにちあさ・ひる 2 回放送中！

ぼくらベアベアーズ　

スティーブン・ユニバース 

おかしなガムボール 

おっはよー！アンクル・グランパ

おかしなガムボール

まいにちトムとジェリー

ぼくらベアベアーズ

ベン：10

おっはよー！アンクル・グランパ

オギー＆コックローチ

ティーン・タイタンズＧＯ！

秘密結社 鷹の爪 ＮＥＯ
11：45～ マシューせんせい ～ゆかいなヒルトップ病院～

バービー　ドリームハウスアドベンチャー

グリジーとレミングス

レギュラーSHOW～コリない２人～

ぼくはクラレンス！

おっはよー！アンクル・グランパ

パワーパフ ガールズ　

スティーブン・ユニバース

グリジーとレミングス

おっはよー！アンクル・グランパ

ティーン・タイタンズＧＯ！

 秘密結社 鷹の爪 ＮＥＯ

スクールランブル

ティーン・タイタンズＧＯ！

アドベンチャー・タイム

アドベンチャー・タイム 

レギュラーSHOW～コリない２人～

ぼくはクラレンス！

ピンクパンサー＆パルズ

ピンクパンサー＆パルズ

レギュラーSHOW～コリない２人～

秘密結社 鷹の爪 ＮＥＯ

スクールランブル二学期

ハクション大魔王

ベン 10：エイリアン・フォース

おかしなガムボール

ぼくはクラレンス！

スティーブン・ユニバース

オギー＆コックローチ３　5/13～ オギー＆コックローチ　5/29～ オギー＆コックローチ３

「スティーブン・ユニバース」
「ベン：10」　
「ぼくらベアベアーズ」
「プリンセス ユニキャット」　
「グリジーとレミングス」

5/5 ～
「スティーブン・ユニバース」
「ベン：10」　
「ぼくらベアベアーズ」
「プリンセス ユニキャット」　
「グリジーとレミングス」

5/11～

アドベンチャー・タイム

アドベンチャー・タイム

10連休だよ！
カートゥーンGWスペシャル

13：00～16：00
スティーブン・ユニバース

8：00～9：30／19：00～20：30
トムとジェリー すくえ！

魔法の国オズ

5/1

8：00～9：30／19：00～20：30
 トムとジェリー スパイ・クエスト

13：00～16：00
おっはよー！アンクル・グランパ

5/2

8：00～9：45／20：00～21：45
劇場版NARUTO‐ナルト‐

大活劇！雪姫忍法帖だってばよ！！
13：00～16：00
ベン：10

5/3

　8：00～9：45／20：00～21：45
劇場版NARUTO‐ナルト‐

大激突！幻の地底遺跡だってばよ
13：00～17：30

ベン10：オムニバース

5/4

　8：00～9：45／20：00～21：45
劇場版NARUTO‐ナルト‐

大興奮！みかづき島のアニマル騒動だってばよ
13：00～16：00

クラスメイトはモンキー

5/5

8：00～9：45／20：00～21：45
劇場版NARUTO‐ナルト‐
疾風伝 火の意志を継ぐ者

13：00～16：00
プリンセス ユニキャット

5/6

5/4、6  9：45～10：00
タイタンズ vsパワーパフ ガールズ

5/4  21：45～22：00
タイタンズ vsパワーパフ ガールズ

5/3、5  9：45～10：00
カーレッジくんの霧にキリキリまい!

5/5  21：45～22：00
カーレッジくんの霧にキリキリまい!

14：00～17：00
5/12
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カートゥーンスペシャル
アドベンチャー・
タイム集中講座

17：00～21：30
5/11

Step1

17：00～21：30
5/18

Step2

17：00～21：30
5/25

Step3


