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カートゥーン ネットワーク ２月のおすすめ番組
２月のカートゥーン ネットワークは、みんな大好き！人気者のネコが登場するアニメがいっぱい！
一ヶ月まるごと“ネコ”が主役「カートゥーン ねこねこ月間」を実施します！
「ガーフィールド・ショー２」は New エピソードが放送開始＆スペシャル放送、
「トムとジェリー テイルズ」の１３時間一挙放送のほか
２月２２日＝“ネコの日”にはネコが登場するアニメ作品をラインナップ！
また、韓国の人気キャラクターしろくまのベッコムが活躍する新シリーズ
「しろくまベッコムのスポーツ！」を日本初放送スタート！
そして、世界名作劇場から「フランダースの犬 完結版」が初登場します。

■ガーフィールド・ショー２ New エピソード（日本初放送/HD） ………………………………………P.１
■しろくまベッコムのスポーツ！（日本初放送/HD） ……………………………………………………P.２
■カートゥーン スペシャル イッキ見 アドベンチャー・タイム（HD） ………………………………P.２
■フランダースの犬 完結版（初登場）………………………………………………………………………P.３
■カートゥーン ねこねこ月間
ネコの日スペシャル……………………………………………………………………………………………P.３
ガーフィールド・ショー２ 4Days スペシャル（HD）……………………………………………………P.４
トムとジェリー テイルズ ニャンと一挙放送………………………………………………………………P.４

■世界中をまたにかけたガーフィールドが繰り広げる奇想天外なエピソード！

ガーフィールド・ショー２ New エピソード

２月１０日（日）スタート

土曜・日曜 ７：３０～８：００／１７：００～１７：３０

日本初放送/HD

大人気「ガーフィールド・ショー２」に日本初放送となる
New エピソードがスタート！
ラザニアとお昼寝が大好きなオレンジのぽっちゃりネ
コ・ガーフィールドが、優しくてのんきな飼い主のジョン、
天真爛漫なワンコのオーディー、主治（獣）医でジョンの
ガールフレンドでもあるリズや、周りを巻き込んで繰り広
げるガーフィールド・ワールドの舞台はジョンのおうちか
ら宇宙まで!!
「ガーフィールド・ショー２」

わがままだけど憎めない、自分勝手に見えるのに結局
一番世話焼き!?なガーフィールドの魅力は、ネコ好き必
見の注目作です。

“The Garfield Show” series ©2012- Dargaud-Media.
Allrights reserved. © PAWS.“Garfield”&Garfield characters
tm & © PAWS Inc. - all rights reserved.

【ピックアップエピソード】 #１７ プリンス・オルロフの家出
自分の足で地面を歩いたこともないおぼっちゃまネコ・オルロフ。逃げ出した彼にガーフィールドたちがいろ
いろな楽しみを教えてあげるが、飼い主の富豪夫人や警察が彼を探していて…。
※２月４日（月）～７日（木）に「ガーフィールド・ショー２」の第１～１３話を放送する
「ガーフィールド・ショー２ ４Days スペシャル」をお送りします。詳細は P4 をご覧ください。
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■しろくまが４０種以上のスポーツを制覇？！韓国発の人気コメディ最新作日本初上陸！

しろくまベッコムのスポーツ！

２月３日（日）スタート

誰も止められない
土曜・日曜
１４：３０～１４：４５

日本初放送/HD

韓国で制作されたフル CG のセリフの無いショート・アニメ「しろく
まベッコム」の新シリーズ「しろくまベッコムのスポーツ！」を放送
開始いたします。
「しろくまベッコムのスポーツ！」は、好奇心旺盛で、自分勝手、
そしてせっかちなしろくま・ベッコムが、なんだかんだと毎回様々
なトラブルに遭遇するシリーズ「しろくまベッコムが来た！」の最
新シリーズ。今回はベッコムがバスケットや柔道、新体操など、毎
回違った種目のスポーツに挑戦！その数合計 40 種目以上！お馴
染みの競技からあまり知られていない世界中のユニークな競技
まで、ベッコムが挑戦する姿から目が離せません！
【あらすじ】
北極からやってきたベッコムは、好奇心いっぱいでどこに行って
もトラブルに遭遇します。そんなベッコムが、今回はバスケットや
柔道、新体操などあらゆるスポーツに挑戦！その実力はウィンタ
ースポーツだけじゃない？
【ピックアップエピソード】#1 ピンポンの巻
ベッコムは卓球の試合に出場するための準備をほとんど終えて
いた。あとは、自分と同じレベルのパートナーを探すだけ！

「しろくまベッコムのスポーツ！」
© BRB, SCREEN 21, EBS, RG

■このチャンスは見逃せない！人気急上昇の話題のアニメ一挙放送！

カートゥーン スペシャル イッキ見 アドベンチャー・タイム
HD

２月１７日（日） １６：００～２２：３０

２０１３年の１月より New エピソードがスタートしている人気シリーズ「アドベンチャー・タイム」。
これまでの放送を見逃している方も、もう一度見たい方も楽しめる第１～１３話までを一挙放送するイッ
キ見スペシャルをお送りします。
第１３話の後は、続けて第１４話も放送。２６話までの続きも土曜・日曜のレギュラー放送でお楽しみい
ただけます。
【あらすじ】
偉大なヒーローになりたいと願う１２歳の少年：フィンと特別な力が使える
犬・ジェイクは大親友。７つの地域からなる架空の大陸、ウーを舞台にフ
ィンとジェイクがさまざまな冒険を繰り広げていきます。キャンディ王国の
プリンセス・バブルガムをゾンビたちから守ったり、バンパイアの女王と戦
ったり…と大活躍！思いもよらない出来事でいっぱいです！

「アドベンチャー・タイム」

TM & © 2013 Cartoon Network.
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家族みんなで楽しめる作品がいっぱい！ポップコーン

■泣ける名作アニメが待望の初登場！絶対に見逃せない感動のラスト！

フランダースの犬 完結版
２月２日（土）
２月３日（日）、１６日（土）

１９：００～２０：４５
１０：００～１１：４５

初登場

１９７５年 の「世 界 名 作 劇 場 」の人 気 シリーズを２０００年 に再
編 集 した総 編 集 版 「フランダースの犬 完 結 版 」を放 送 いたし
ます。
最 終 回 が語 り草 になるなど、これぞ“泣 ける名 作 アニメ”とし
て根 強 い人 気 の「フランダースの犬 」。ベルギーを舞 台 に健 気
な少 年 ネロと犬 との絆 もみどころのひとつとなっています。
【あらすじ】
ベルギー・フランダース地方に、絵を描くのが得意な少年ネロと祖
父ジェハンが貧しいながらも人々の好意に助けられながら暮らして
いた。ある日、ネロは捨てられた荷車引きの犬パトラッシュを助け
た。元気になったパトラッシュは牛乳運びの仕事を手伝い、ネロと
一緒に過ごすようになった。しかしジェハンは無理がたたり過労で
亡くなり、ネロはたった一人きりになってしまう。

「フランダースの犬 完 結 版 」
©NIPPON ANIMATION CO.,LTD.

■２月の『ポップコーン』放送作品
放送日
2 月 2 日(土)、17 日(日)
2 月 3 日(日)、16 日(土)
2 月 9 日(土)、24 日(日)
2 月 10 日(日)、23 日(土)
2 月 9 日(土)、24 日(日)
2 月 10 日(日)、23 日(土)

放送時間
10:00～11:30
19:00～20:30
10:00～11:30
19:00～20:30
19:00～20:30
10:00～11:30

作品名
インドだぜ！ジョニー・ブラボー
トムとジェリー：火星へ行く
ティム・バートンのコープス・ブライド

カートゥーン ねこねこ月間
■2 月 22 日は“ネコの日”！カートゥーンで人気のねこちゃんがたくさん登場！

ネコの日スペシャル
２月２２日（金） １２：２０～１７：００
２月 ２２日 のネコの日 は、ネコが主 役 の人 気 アニメ４作 品 が
登 場 ！ころころ飛 び跳 ねたり、 わがまま放 題 だったり、い たずら
好 きだったり・・・愛 らしさいっぱいの世 界 のネコアニメ４作 品 をを
放 送 いたします。
■ ミオ＆マオ シリーズ 12:20～12:40
イタリア制作のクラシックなクレイ・アニメーションシリーズ。いろんな
姿に変わる不思議で可愛いこねこのミオとマオが動物や植物を発見
したり、出会いがあったり、ワクワクいっぱいの活躍を描く
「ミオ＆マオ シリーズ」

★この他の放送作品★
■ こねこのピムとポム
12：40-13：00
■ トムとジェリー テイルズ 13：00-15：00
■ ガーフィールド・ショー２ 15:00～17:00

© MISSERI-FIVE
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■いたずら好きなのに憎めないガーフィールドにもっと会える４日間！

ガーフィールド・ショー２ ４Days スペシャル
HD

２月４日（月）～７日（木） １７：３０～１９：００ （※2/7 のみ～１９：３０まで）
２月１０日からスタートする「ガーフィールド・ショー２」の New エピソ
ード（第 １４話 ～）放 送 前 に、第 １～１３話 を４日 間 にわたって連 日
放 送 いたします。大 人 気 ガーフィールドの奇 想 天 外 な展 開 をお見
逃 しなく！
【ピックアップエピソード】#5 宝くじで大金持ち!?
宝くじにまさかの当選をしたジョンはすっかり舞い上がり、ガーフィ
ールドとともに邸宅や車を買いまくるが…。

「ガーフィールド・ショー２」

“The Garfield Show” series ©2012- Dargaud-Media.
Allrights reserved. © PAWS.“Garfield”&Garfield
characters tm & © PAWS Inc. - all rights reserved.

■トムとジェリーの魅力満載！初の全２６話１３時間一挙放送！

トムとジェリー テイルズ ニャンと一挙放送
２月１１日（祝・月） ８：００～２１：００
短編作品としては約３０年ぶりに制作された「トムとジェリー」シリーズ最
新作「トムとジェリー テイルズ」を１３時間にわたって放送します。
「トムとジェリー」の生みの親である故ジョセフ・バーベラが参加したことに
より、往年のファンの期待を裏切らない作品として現代に蘇った作品です。
リズミカルな音楽に合わせて繰り広げられる楽しいドタバタコメディ。
アカデミー賞を７回も受賞しているスター、トムとジェリーの魅力が満載の
全話をたっぷりとご覧ください。
「トムとジェリー テイルズ」

TM & ©Turner Entertainment Co.

■癒し系？頭脳派？キャラクターもいろいろ！愛すべきネコの長編３作品！

ポップコーン ねこねこ月間 スペシャル
２月１２日（火）、１３日（水）１９：００～２０：３０、 １４日（木） １９：００～２１：００
アメリカでも、ネコは昔からとても愛されている動物。それは「トムとジェリー」やドクター・スースの作品
などアメリカの子供達がかならず親しんで育つといわれる、国民的絵本やキャラクターに“ネコ”が多いこ
とからもわかります。そんなアメリカで生まれた、ネコが活躍する作品から、おすすめ長編アニメーション３
作品を３日間にわたり放送します。
■トムとジェリー 魔法の指輪

■トゥイーティーのフライングアドベンチャー

放送：１２日１９：００～２０：３０
魔法使いに、留守の間「魔法の指輪」を見張っ
ているよう命じられたトム。ところが、いたずらもの
のジェリーが指輪をみつけて頭にかぶり…。

放送：１３日１９：００～２０：３０
放送：１４日１９：００～２１：００
仏作家、ジュール・ヴェルヌの名作「80 日間世界
世界中の子供たちが愛されている、現代のマ
一周」が、トゥイーティー・バージョンで長編アニメー ザー・グース、ドクター・スースの絵本が原作の不
ション化した注目作。
思議な世界。「帽子をかぶったねこ」ほか短編集。

「トムとジェリー 魔法の指輪」

「トゥイーティーのフライングアドベンチャー」

TM & ©Turner Entertainment co.

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

■ドクター・スースのおはなし

「ドクター・スースのおはなし」

© 1971 CBS Paramount Studios Inc.

カートゥーン ネットワーク HP http://www.cartoon.co.jp/
番組ジャンル表記一覧
ポップコーン

カートゥーン スペシャル

その他おすすめ番組
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