2021

3

トムとジェリー 夢のチョコレート工場
3/7(日)8:00〜9:30
映画『トムとジェリー』3/19(金)公開で大注目！映画の公開を記念して
長編4作品を放送！「トムとジェリー 夢のチョコレート工場」と「トム
とジェリー スパイ・クエスト」、
「トムとジェリーの宝島」、
「トムとジェ
リー ロビン・フッド」
をお届けします。
※他3作品は3/7(日)16:00〜、3/14(日)8:00〜、16:00〜に放送！

映画『トムとジェリー』3/19（金）全国ロードショー
映
ケンカばかりのトムジェリが＜まさかの友情＞で奇跡を起こす！？ドジでお調子者だが実は多才な
ネコのトムと、外見は可愛いけどズル賢くて容赦ないネズミのジェリー。会えばケンカばかりのふた
りが誕生して80年。7度のアカデミー賞に輝き、良質な物語と愛くるしいキャラクターで世界中を
魅了し続ける
「トムとジェリー」が、スケールアップしてついに＜私たちの世界＞へやってくる！
監督：ティム・ストーリー キャスト：クロエ・グレ-ス・モレッツ、マイケル・ペーニャ、ケン・チョン、コリン・ジョスト、ロブ・ディレイニー
公開：3/19（金）全国ロードショー 配給：ワーナー・ブラザース映画 ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
公式サイト：tomandjerry-movie.jp 公式SNS：ツイッター ＠TomAndJerry̲JP ／Instagram ＠tomandjerry̲jp ／ Facebook
＠tomandjerryjp #映画トムジェリ

カートゥーン スペシャル

ティーン・タイタンズＧＯ！ ニューエピあるよ！

パワーパフ ガールズ

バービー・
プリンセス・アドベンチャー

3/13(土)9：00〜12：00、
16：00〜19：00

毎週(土)・(日) 14：30〜15：00

3月6日(土)10：00〜11：15、14：00〜15：15

日本初放送
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
する抱腹絶倒のコメディアニメ。日本 初放 送の最 新エピ
ソードと選りすぐりのエピソードをお楽しみに！

日本初放送
スーパーパワーを持ったキュートで小さな女の子「パワーパ
フ ガールズ」
！美しく活気あふれる大都会
「タウンズヴィル」
にはびこる悪と戦う最新エピソードをお届けします！

カートゥーン

検索

日本初放送
バービーアニメシリーズの最新作「バービー ドリームハウス
アドベンチャー２」の日 本 初 放 送 を 記 念 して、長 編 作 品
「バービー・プリンセス・アドベンチャー」を日本初放送！
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カートゥーン ネットワーク
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5:00

5.12.19.26 金

6.13.20.27 土

7.14.21.28 日

グリジーとレミングス

ぼくらベアベアーズ

パワーパフ ガールズ

ベン 10

おっはよー！アンクル・グランパ

おかしなガムボール

シルベスター＆トゥイーティー ミステリー

オギー＆コックローチ３

6:00

6:00
ゆかいなカバ ハポスたち
ピングー in ザ・シティ

ケロロ軍曹

8:00

プリンセス ユニキャット

3/7

まいにちトムとジェリー
ベビー・ルーニー・テューンズ
まいにちトムとジェリー

3/29〜4/2

映画かいけつゾロリ
５日間スペシャル

きかんしゃトーマス

カートゥーン
スペシャル

ティーン・
タイタンズＧＯ！
ニューエピあるよ！

ゆかいなカバ ハポスたち
ピングー in ザ・シティ

オギー＆コックローチ３

3/29
10:00〜11:00/17:00〜18:00

バービー
劇場版
「まじめにふまじめかいけつゾロリ
なぞのお宝大さくせん」
12:00
3/30
10:00〜11:30/17:00〜18:30

14:00

グリジーとレミングス

3/13
9：00〜12：00
16：00〜19：00

（Newエピソード含む
＃125−127）

ドリームハウスアドベンチャー２
きかんしゃトーマス

ドロシーとオズの魔法使い

3/31
10:00〜11:30/17:00〜18:30

オギー＆コックローチ３

8:00〜9:30

トムとジェリーの宝島

おかしなガムボール
3/6
10:00〜11:15
14:00〜15:15

バービー・
プリンセス・
アドベンチャー

マオマオ ピュアハートのヒーロー

8:00
9:00
10:00

DC スーパーヒーローガールズ
ティーン・タイタンズＧＯ！

11:00

おっはよー！アンクル・グランパ

12:00

3/20〜第19シリーズ

ゆかいなカバ ハポスたち
ピングー in ザ・シティ

映画かいけつゾロリ
だ・だ・だ・だいぼうけん!

8:00〜9:30

トムとジェリー
夢のチョコレート工場
3/14

9:00

13:00

7:00

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

11:00

5:00

きかんしゃトーマス

7:00

10:00

4:00

グリジーとレミングス

13:00

ぷるるんっ！しずくちゃん

映画かいけつゾロリ
まもるぜ!きょうりゅうのたまご

秘密結社

14:00

鷹の爪 シリーズ

ぷるるんっ！しずくちゃん
パワーパフ ガールズ

15:00

バックとバディ

おっはよー！アンクル・グランパ

16:00

3/22 〜

15:00

おっはよー！アンクル・グランパ

15:15〜15:30 でんぢゃらすじーさんシリーズ

新 ルーニー・テューンズ
3/7

ケロロ軍曹

3/14

17:00
18:00
19:00

アドベンチャー・タイム

おかしなガムボール

おかしなガムボール

ティーン・タイタンズＧＯ！

16:00〜17:30

トムとジェリー
スパイ・クエスト

まいにちトムとジェリー

16:00

16:00〜17:30

トムとジェリー
ロビン・フッド

ビクター＆バレンティノ
まいにちトムとジェリー

17:00
18:00
19:00

ぼくらベアベアーズ

20:00

新 ルーニー・テューンズ
ケロロ軍曹

20:00

OK K.O.! めざせヒーロー

21:00

タフィだニャン？
おかしなガムボール

21:00

オギー＆コックローチ３

22:00
23:00

秘密結社

ぼくのとなりに
暗黒破壊神がいます。

鷹の爪 シリーズ

アドベンチャー・タイム

23:00

大人のトムとジェリー
（トムとジェリー、バッグス・バニー ショー、ドルーピーと仲間たち）

24:00

24:00

フォスターズ・ホーム
ケロロ軍曹

ビリー＆マンディ

1:00

22:00

ブレイベスト・ウォリアーズ

1:00

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）
KND：ハチャメチャ大作戦

2:00

フォスターズ・ホーム

3:00

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）

OK K.O.! めざせヒーロー

KND：ハチャメチャ大作戦

ドロシーとオズの魔法使い

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）

ビリー＆マンディ

カートゥーン エクスプレス

今月のおススメ

パワーパフ ガールズ

3:00

●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。

「 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
カスタマー センター：

2:00

0570-090-937
（年中無休 10：00〜20：00）

e-mail:cnjpinfo@cartoonnetwork.jp

cartoonnetwork.jp

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。
スカパー! で観る！

IPTVで観る！

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。

動画をチェック！

「トムとジェリー 夢のチョコレート工場」TOM AND JERRY and all related characters and elements are trademarks of and © Turner Entertainment Co. CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. 「ティーン・タイタンズGO!」
© Warner Bros.
Entertainment Inc.「バービー・プリンセス・アドベンチャー」
© 2021 Mattel.「パワーパフ ガールズ」
「ベン10」
「アドベンチャー・タイム」
「おかしなガムボール」
「「OK K.O.! めざせヒーロー」TM & © 2021 Cartoon Network

