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日本初放送

カートゥーン スペシャル

ブレイベスト・ウォリアーズ
7月28日(日)
10:00˜11:30/17:00˜18:30
21:30˜23:00
西暦3085年 の 宇 宙を 舞 台に、クリス、べス、
ダニー、
ウォローたち４人のブレイベスト・ウォ
リアーズが、宇宙の平和を守るため、悪者たち
と戦うSFコメディ！
声優本人
出演の
スペシャル
番組！

「アドベンチャー・タイム」
のクリエーターが贈る、
宇宙を舞台にしたSFコメディが登場！

番組出演声優・増田俊樹、小松未可子、梅原裕一郎が
今まで挑戦したくても、できなかった難題にチャレン
ジします！人気声優の新たな一面が覗けるかも！
第一弾は 7 月 28 日（日）
10:00〜 増田俊樹のチャレ
ンジを放送。小松未可子、梅原裕一郎のチャレンジは
8月放送予定です。お楽しみに！

アイドリッシュ
セブン

「NARUTO
-ナルト-」劇場版
7月22日(月)
〜24日（水）
13:00/19:00

7月23日(火)
スタート
月曜〜金曜
22:00/24:00

原 作 コミックス、TVア
ニ メともに 世 界 的 人 気
を 誇 る「NARUTO-ナル
ト-」の 劇 場 版 ３ 作 品 を
チャンネル初放送。

時に厳しいアイドルの
世界で彼らは夢を抱きな
がら、そ の頂 点 を目 指
す！大人気男性アイドル
育成ゲーム
「アイドリッ
シュセブン」
のTVアニメ
シリーズCS初放送！

●ROAD

TO NINJA
‐NARUTO THE MOVIE‐

●THE

LAST
‐NARUTO THE MOVIE‐

●BORUTO

‐NARUTO THE MOVIE‐

英語版 日本初放送
カートゥーン夏スペ

ティーン・タイタンズ GO! 10時間 GO!
7/15(祝・月) 7:00˜12:00/16:00˜21:00

ティーン・タイタンズのメンバーがちびキャラになって活
躍するコメディアニメ、かわいくなったキャラクターと抱
腹絶倒のギャグに注目！

CS 初放送

きかんしゃトーマス

カートゥーン スペシャル

アンクル・グランパ

（第17シリーズ）

〜アーント・グランマの逆襲〜

7/1(月)スタート 毎日12:00

7/6(土) 8:00˜11:30/17:00˜20:30

CS初放送

日本初放送

世 界的人 気を誇る「きかんしゃトーマス」のテレビシリー
ズの第17弾をCS初放送! トーマスと仲間たちの活躍を
お楽しみに。

息をつかせぬスピードで展開する予測不能の新感覚コメ
ディアニメ。スペシャル版やセレクトしたエピソードをお送
りします。

カートゥーン

検索

2019.7

カートゥーン ネットワーク
1.8.15.22.29 月 2.9.16.23.30 火 3.10.17.24.31 水 4.11.18.25 木 5.12.19.26 金
4:00

6.13.20.27 土

グリジーとレミングス
レギュラー SHOW 〜コリない２人〜

5:00

ぼくはクラレンス！

おかしなガムボール

ピンクパンサー＆パルズ

オギー＆コックローチ３

ティーン・タイタンズＧＯ！ 7/16 〜おっはよー！アンクル・グランパ

おっはよー！アンクル・グランパ

おっはよー！アンクル・グランパ

おかしなガムボール

おかしなガムボール

7/16 〜ティーン・タイタンズＧＯ！

7/6
8：00〜11：30

7/16〜まいにちトムとジェリー

きかんしゃトーマス

7/16〜おかしなガムボール

はなかっぱ
7/16〜おかしなガムボール
ピングー in ザ・シティ 7/16〜おかしなガムボール

7/27
10：00

7/16〜パワーパフ ガールズ

〜

ピンクパンサー＆パルズ

きかんしゃトーマス（第17シリーズ）
はなかっぱ 7/15〜グリジーとレミングス
ピングー in ザ・シティ 7/15〜グリジーとレミングス

13:00

パワーパフ ガールズ 7/15〜OK K.O.! めざせヒーロー

「NARUTO -ナルト-」
劇場版

ぼくはクラレンス！ 7/15〜おっはよー！アンクル・グランパ

14:00

ぼくらベアベアーズ

7/22

13：00〜15：00 / 19：00〜21：00

スティーブン・ユニバース

15:00

ROAD TO NINJA
‐NARUTO THE MOVIE‐

オギー＆コックローチ３ 7/24〜オギー＆コックローチ

7/23

13：00〜15：00 / 19：00〜21：00

クラスメイトはモンキー

16:00

7/24

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

うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%

10：00〜11：30 / 17：00〜18：30
21：30〜23：00

増田俊樹の
ブレイベスト・チャレンジ！

ガーフィールド・ショー４
ベン：10

おっはよー！アンクル・グランパ
グリジーとレミングス

10：00〜10：30 / 17：00〜17：30
21：30〜22：00

7/6
17：00〜20：30

ベン：10
OK K.O.! めざせヒーロー
プリンセス ユニキャット

ぼくらベアベアーズ

16:00

18:00

ティーン・タイタンズＧＯ！
7/21
19：00〜20：30

カートゥーン夏スペ
ぼくら
ベアベアーズ
ノムノム編

アドベンチャー・タイム
スティーブン・ユニバース

7/23〜アイドリッシュセブン

アドベンチャー・タイム

うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE1000%

7/23〜アイドリッシュセブン
スクールランブル二学期

アドベンチャー・タイム

7/16 〜ベン 10：オムニバース

レギュラー SHOW 〜コリない２人〜

おっはよー！アンクル・グランパ
パワーパフ ガールズ

グリジーとレミングス

スティーブン・ユニバース
今月のおススメ

15:00

17:00

おかしなガムボール

ぼくはクラレンス！

カートゥーン エクスプレス

14:00

19:00
20:00

おっはよー！アンクル・グランパ

7/31〜レギュラーSHOW〜コリない２人〜

3:00

13:00

ブレイベスト・ウォリアーズ
10：30〜11：30 / 17：30〜18：30
22：00〜23：00

ティーン・タイタンズＧＯ！

ベン 10：エイリアン・フォース

11:00

カートゥーン スペシャル

ぼくらベアベアーズ

うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%

10:00

12:00

7/28

ティーン・タイタンズＧＯ！

オギー＆コックローチ 7/10〜オギー＆コックローチ３

2:00

カートゥーン夏スペ
ぼくら
ベアベアーズ
ノムノム編

ブレイベスト・ウォリアーズ

アドベンチャー・タイム

ハクション大魔王

7/21
10：00〜11：30

ぼくらベアベアーズ

スクールランブル二学期

1:00

7/7 〜
「ティーン・タイタンズＧＯ！」
「パワーパフ ガールズ」
「プリンセス ユニキャット」
「グリジーとレミングス」

きかんしゃトーマス

カートゥーン スペシャル

24:00

7/13 〜

「ティーン・タイタンズＧＯ！」
「パワーパフ ガールズ」
「プリンセス ユニキャット」
「グリジーとレミングス」

OK K.O.! めざせヒーロー
プリンセス ユニキャット

〜アーント・グランマの逆襲〜

まいにちトムとジェリー

9:00

ティーン・タイタンズＧＯ！

バービー ドリームハウスアドベンチャー

アンクル・グランパ

BORUTO
‐NARUTO THE MOVIE‐

おっはよー！アンクル・グランパ

23:00

ドリームハウスアドベンチャー

8:00

オーバー・ザ・ガーデンウォール
7/14〜マシューせんせい 〜ゆかいなヒルトップ病院〜

スティーブン・ユニバース

22:00

バービー

13：00〜14：45 / 19：00〜20：45

ベン10：オムニバース

21:00

まいにちトムとジェリー

まいにちトムとジェリー

︵一部日本初放送︶

20:00

カートゥーン夏スペ

ティーン・タイタンズＧＯ！
時間ＧＯ！

19:00

グリジーとレミングス

21：00

10

18:00

THE LAST
‐NARUTO THE MOVIE‐

〜

7/15
16：00

ティーン・タイタンズＧＯ！

カートゥーン夏スペ

12:00

まるっとおさらいスティーブン・ユニバース

17：00

カートゥーン スペシャル

まいにちトムとジェリー
グリジーとレミングス

〜アーント・グランマの逆襲〜

オギー＆コックローチ３ 7/5 〜オギー＆コックローチ 7/16 〜ティーン・タイタンズＧＯ！

ぼくらベアベアーズ
ガーフィールド・ショー４ 7/16〜ぼくらベアベアーズ

17:00

7:00

〜
12：00

10

アンクル・グランパ

11:00

はなかっぱ
ピングー in ザ・シティ

︵一部日本初放送︶

10:00

6:00

おかしなガムボール

7/15
7：00

カートゥーン夏スペ

9:00

5:00

きかんしゃトーマス

ティーン・タイタンズＧＯ！
時間ＧＯ！

8:00

4:00

スティーブン・ユニバース

6:00
7:00

7.14.21.28 日

ぼくらベアベアーズ

21:00
22:00
23:00
24:00
1:00
2:00
3:00

おっはよー！アンクル・グランパ

●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。
停波：2019年7月10日1：00〜7：00 （OA時間7月9日25：00〜7月10日7：00）の6時間

「 カートゥーン ネットワーク」とは？
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。
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

0570-090-937

カスタマー センター：

（年中無休 10：00-20：00）

e-mail:cnjpinfo@cartoonnetwork.jp

cartoonnetwork.jp

C AT V で 観 る！
ス カパー! で 観 る！

I P T V 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。

※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。

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。

「ブレイベスト・ウォリアーズ」© 2019 Nelvana Limited. All rights reserved.「BORUTO‐NARUTO THE MOVIE‐」
©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ ©劇場版BORUTO製作委員会 2015「アイドリッシュセブン」© BNOI/アイナナ製作委員会 「ティーン・タイタンズGO! 」
© Warner Bros. Entertainment Inc.
「きかんしゃトーマス」© 2019 Gullane (Thomas) Limited.「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〜」
「アドベンチャー・タイム」
「おかしなガムボール」
TM & © 2019 Cartoon Network.

