
2016年9月12日現在

【2016年10月】
配信本数：約120本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

【英語版】 カード・バトルZERO ＃01 配信中
＃1 新学期はじまる／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そしてカードの世界から
やってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

【英語版】KNDハチャメチャ大作戦 ＃01 配信中
＃1 敵のデザートを奪え！／ケニーとチンピー／プールを取りもどせ！／KNDが子供達の自由と平和のために戦い、
日夜ハチャメチャな作戦を繰り広げる！

【英語版】アドベンチャー・タイム ＃01 配信中
＃1 恐怖のパジャマパーティー／コブコブ星で大騒ぎ／ヒーローになりたい12歳の男の子フィンと、特別な力が使える
犬のジェイクが繰り広げる、ナンセンス・コメディ！！

【英語版】エド エッド エディ ＃01 配信中 ＃1 名探偵エディ／カンカーシスターズ／エドとエッドとエディ。個性豊かな3人が繰り広げるドタバタ・コメディ！

【英語版】おかしなガムボール ＃01 配信中
＃1 3人目の親友／命の恩人／主人公は青いネコ“ガムボール”。父はウサギ、親友は金魚、クラスメートは恐竜や折
り紙のクマ、風船やロボット…と、ハチャメチャな設定のキャラクターたちが実写の街を舞台に、次から次へと笑いを振
りまきます。

【英語版】おっはよー！アンクル・グランパ ＃01 配信中
＃1 偉大なるおなか／ヘン顔にご用心！／昼でも夜でも「おっはよー！」大連発のナゾのおじさんがやってきた！予
測不能のハイスピードコメディ！

【英語版】キャンプ・ラズロ ＃01 配信中
＃1 ふたりでひとり／たいへんなピクニック／サマーキャンプに参加したおかしな仲間たちの、ドタバタ騒動を描くコメ
ディ作品。楽天的なトラブルメーカーのサル、ラズロ。おっとりしていていつも事件に巻き込まれるゾウのラージ。器用
でかしこいサイ、クラム。仲良しの3匹が巻き起こす珍騒動に注目です。

【英語版】ジェネレーター・レックス ＃01 配信中
＃1 すべてが変わった日／体内の“ナノマシン”を操る特殊能力を持つ15歳の少年・レックスが、世界を救うために立
ち上がる最新SFアクション・アニメシリーズ！

【英語版】スティーブン・ユニバース ＃01 配信中
＃1 お腹の宝石／レーザー砲／人類を守るマジカル・チーム『クリスタル・ジェムズ』の一員スティーブン。彼はまだ
チームの中では見習いの身で皆の弟分的存在。強力な力をもつ姉たちのバックアップのもと世界を救う！

【英語版】チャウダー ＃01 配信中
＃1 大好き！ダイスクリームマン／トリュフのダイエット大作戦／食べ物をこよなく愛する食いしん坊・小さなシェフの
見習いのチャウダーが巻き起こすナンセンス・ユーモアが光る異色コメディ！

【英語版】デクスターズ ラボ ＃01 配信中
＃1 未来からのメッセージ／怒れるマグマナムス／戦え！ママロボット／デクスターは天才少年科学者。秘密のラボ
は不思議な発明品でいっぱい！ハチャメチャサイエンス・コメディ。

【英語版】パワーパフ ガールズ（リマスター版）＃01 配信中
＃1 とべ！最強の幼稚園児／美女にご用心！／ブロッサム、バブルス、バターカップの3人はとっても強い正義の味
方！タウンズヴィルの平和のため戦います。

【英語版】ビリー＆マンディ ＃01 配信中
＃1 死神さんこんにちは／死神とかくれんぼ／反対の日／ビリーとマンディ、そして二人との賭けに負けて地上で暮ら
すことになった死神グリムが繰り広げる珍事件。

【英語版】フォスターズ・ホーム ＃01 配信中
＃1 新しき我が家 パート1／マックとイマジナリー・フレンドのブルーが、フォスターズ・ホームに住むたくさんの仲間た
ちと繰り広げる珍騒動。

【英語版】ベン10：オムニバース ＃01 配信中
＃1 新たなパートナー パート1／大人気ヒット作「ベン10」の最新シリーズ。新しいパートナーの新人配管工・ルークと
ともに新たな敵に立ち向かうベンだが…！？

【英語版】ぼくはクラレンス！＃01 配信中 ＃1 ジェフのポテト／ちょっと不思議な感性の少年クラレンスと仲間たちの日常を描く最新作オリジナルコメディ。

【英語版】レギュラーSHOW -コリない2人- ＃01 配信中
＃1 悪魔のジャン・ケン・ポン！！／長身の鳥(アオカケス)のモーデカイとお調子者のアライグマのリグビーの2人は
親友。働くことは超がつくほど苦手。常にどうやってサボるか…そんな2人が、毎度バカバカしい騒動を引き起こして…

KNDハチャメチャ大作戦 ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 敵のデザートを奪え！／ケニーとチンピー／プールを取りもどせ！／KNDが子供達の自由と平和のため
に戦い、日夜ハチャメチャな作戦を繰り広げる！

カートゥーン ネットワーク
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/CARTOON01）よりご確認ください。
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カートゥーン ネットワーク
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/CARTOON01）よりご確認ください。

アドベンチャー・タイム ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 恐怖のパジャマパーティー／コブコブ星で大騒ぎ／ヒーローになりたい12歳の男の子フィンと、特別な力
が使える犬のジェイクが繰り広げる、ナンセンス・コメディ！！

アドベンチャー・タイム ＃41／吹替 配信中
吹替／＃41 クモ夫婦のしあわせ／痛いくらいに恋い焦がれ／ヒーローになりたい12歳の男の子フィンと、特別な力が
使える犬のジェイクが繰り広げる、ナンセンス・コメディ！！

アドベンチャー・タイム ＃42／吹替 配信中
吹替／＃42 振り返ればクマがいる／抱きしめたい！／ヒーローになりたい12歳の男の子フィンと、特別な力が使える
犬のジェイクが繰り広げる、ナンセンス・コメディ！！

アドベンチャー・タイム ＃43／吹替 配信中
吹替／＃43 ナイトスフィアの支配者／パパのやんちゃ娘／ヒーローになりたい12歳の男の子フィンと、特別な力が使
える犬のジェイクが繰り広げる、ナンセンス・コメディ！！

アドベンチャー・タイム ＃44／吹替 配信中
吹替／＃44 いとしのモンスターワイフ／ゴリアド／ヒーローになりたい12歳の男の子フィンと、特別な力が使える犬の
ジェイクが繰り広げる、ナンセンス・コメディ！！

アドベンチャー・タイム ＃45／吹替 配信中
吹替／＃45 現実の向こう側／コブコブにメロメロ／ヒーローになりたい12歳の男の子フィンと、特別な力が使える犬
のジェイクが繰り広げる、ナンセンス・コメディ！！

エド エッド エディ ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 名探偵エディ／カンカーシスターズ／エドとエッドとエディ。個性豊かな3人が繰り広げるドタバタ・コメ
ディ！

エド エッド エディ ＃02／吹替 配信中
吹替／＃2 スプリンクラー・パーティー／エドは人気者？／エドとエッドとエディ。個性豊かな3人が繰り広げるドタバ
タ・コメディ！

エド エッド エディ ＃03／吹替 配信中 吹替／＃3 お茶会へようこそ／背を高くして！／エドとエッドとエディ。個性豊かな3人が繰り広げるドタバタ・コメディ！

エド エッド エディ ＃04／吹替 配信中
吹替／＃4 ロボット星の戦い／クラブ・エド会員募集／エドとエッドとエディ。個性豊かな3人が繰り広げるドタバタ・コメ
ディ！

エド エッド エディ ＃05／吹替 配信中 吹替／＃5 新聞配達／カレンダー作りましょう／エドとエッドとエディ。個性豊かな3人が繰り広げるドタバタ・コメディ！

エド エッド エディ ＃06／吹替 配信中 吹替／＃6 サラの恋人／隠れんぼであそぼ／エドとエッドとエディ。個性豊かな3人が繰り広げるドタバタ・コメディ！

おかしなガムボール ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 3人目の親友／命の恩人／主人公は青いネコ“ガムボール”。父はウサギ、親友は金魚、クラスメートは恐
竜や折り紙のクマ、風船やロボット…と、ハチャメチャな設定のキャラクターたちが実写の街を舞台に、次から次へと
笑いを振りまきます。

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 クモの巣こわいよー！／特製ばあちゃんシチュー／カートゥーン ネットワーク オリジナルアニメ 5作目が
日本初上陸。どうしようもないほど臆病で、かわいい犬の物語。

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）＃06／吹替 配信中
吹替／＃6 宇宙のアヒルブラザース／ゆうれいと話そう／カートゥーン ネットワーク オリジナルアニメ 5作目が日本初
上陸。どうしようもないほど臆病で、かわいい犬の物語。

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）＃07／吹替 配信中
吹替／＃7 三つの呪い／なめられた水虫／カートゥーン ネットワーク オリジナルアニメ 5作目が日本初上陸。どうし
ようもないほど臆病で、かわいい犬の物語。

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）＃08／吹替 配信中
吹替／＃8 ドコドコ町の鐘／恋するガチョウ／カートゥーン ネットワーク オリジナルアニメ 5作目が日本初上陸。どうし
ようもないほど臆病で、かわいい犬の物語。

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）＃09／吹替 配信中
吹替／＃9 水たまりの魔女／死んでもシネマ／カートゥーン ネットワーク オリジナルアニメ 5作目が日本初上陸。どう
しようもないほど臆病で、かわいい犬の物語。



2016年9月12日現在

【2016年10月】
配信本数：約120本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

カートゥーン ネットワーク
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/CARTOON01）よりご確認ください。

おくびょうなカーレッジくん（リマスター版）＃10／吹替 配信中
吹替／＃10 地球最後の雪だるま／ママになったユースタス／カートゥーン ネットワーク オリジナルアニメ 5作目が日
本初上陸。どうしようもないほど臆病で、かわいい犬の物語。

おっはよー！アンクル・グランパ ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 偉大なるおなか／ヘン顔にご用心！／昼でも夜でも「おっはよー！」大連発のナゾのおじさんがやってき
た！予測不能のハイスピードコメディ！

おっはよー！アンクル・グランパ ＃21／吹替 配信中
吹替／＃21 ピッツァ・スティーヴへの伝言／昼でも夜でも「おっはよー！」大連発のナゾのおじさんがやってきた！予
測不能のハイスピードコメディ！

おっはよー！アンクル・グランパ ＃22／吹替 配信中
吹替／＃22 ソーゼツ！リモコン争奪戦／昼でも夜でも「おっはよー！」大連発のナゾのおじさんがやってきた！予測
不能のハイスピードコメディ！

おっはよー！アンクル・グランパ ＃23／吹替 配信中
吹替／＃23 アンクル・ショートショート／昼でも夜でも「おっはよー！」大連発のナゾのおじさんがやってきた！予測不
能のハイスピードコメディ！

おっはよー！アンクル・グランパ ＃24／吹替 配信中
吹替／＃24 おはよくない朝／昼でも夜でも「おっはよー！」大連発のナゾのおじさんがやってきた！予測不能のハイ
スピードコメディ！

おっはよー！アンクル・グランパ ＃25／吹替 配信中
吹替／＃25 俺様の親友／昼でも夜でも「おっはよー！」大連発のナゾのおじさんがやってきた！予測不能のハイス
ピードコメディ！

カード・バトルZERO ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 新学期はじまる／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そしてカードの世界
からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

カード・バトルZERO ＃06／吹替 配信中
吹替／＃6 吸血プリンス カスティラン／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そしてカー
ドの世界からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

カード・バトルZERO ＃07／吹替 配信中
吹替／＃7 本物のニセ・グラディエーター／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そして
カードの世界からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

カード・バトルZERO ＃08／吹替 配信中
吹替／＃8 反抗のアモンサン／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そしてカードの世
界からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

カード・バトルZERO ＃09／吹替 配信中
吹替／＃9 かわいいサツマイモちゃん／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そして
カードの世界からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

カード・バトルZERO ＃10／吹替 配信中
吹替／＃10 国王夫妻のホームステイ／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そして
カードの世界からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

カード・バトルZERO ＃11／吹替 配信中
吹替／＃11 禁断のチャンピオン・ボード／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そして
カードの世界からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

カード・バトルZERO ＃12／吹替 配信中
吹替／＃12 父父たれば子も子たり／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そしてカード
の世界からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

カード・バトルZERO ＃13／吹替 配信中
吹替／＃13 必殺バレンタイン・ギフト／カード・ゲーム「バトル・デイ・ゼロ」にハマっているジョンとマックス、そしてカー
ドの世界からやってきたヒロが繰り広げる破天荒な学園コメディ！

キャンプ・ラズロ ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 ふたりでひとり／たいへんなピクニック／サマーキャンプに参加したおかしな仲間たちの、ドタバタ騒動を
描くコメディ作品。楽天的なトラブルメーカーのサル、ラズロ。おっとりしていていつも事件に巻き込まれるゾウのラー
ジ。器用でかしこいサイ、クラム。仲良しの3匹が巻き起こす珍騒動に注目です。

キャンプ・ラズロ ＃16／吹替 配信中
吹替／＃16 親の日／クラブ・インゲン豆／サマーキャンプに参加したおかしな仲間たちの、ドタバタ騒動を描くコメ
ディ作品。楽天的なトラブルメーカーのサル、ラズロ。おっとりしていていつも事件に巻き込まれるゾウのラージ。器用
でかしこいサイ、クラム。仲良しの3匹が巻き起こす珍騒動に注目です。
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カートゥーン ネットワーク
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/CARTOON01）よりご確認ください。

キャンプ・ラズロ ＃17／吹替 配信中
吹替／＃17 お手伝いバッジ／恋の病気／サマーキャンプに参加したおかしな仲間たちの、ドタバタ騒動を描くコメ
ディ作品。楽天的なトラブルメーカーのサル、ラズロ。おっとりしていていつも事件に巻き込まれるゾウのラージ。器用
でかしこいサイ、クラム。仲良しの3匹が巻き起こす珍騒動に注目です。

キャンプ・ラズロ ＃18／吹替 配信中
吹替／＃18 僕のベロニカ／焼けつくキャンプ／サマーキャンプに参加したおかしな仲間たちの、ドタバタ騒動を描くコ
メディ作品。楽天的なトラブルメーカーのサル、ラズロ。おっとりしていていつも事件に巻き込まれるゾウのラージ。器
用でかしこいサイ、クラム。仲良しの3匹が巻き起こす珍騒動に注目です。

キャンプ・ラズロ ＃19／吹替 配信中
吹替／＃19 ニキビ山の戦い／ジェットマウンテン／サマーキャンプに参加したおかしな仲間たちの、ドタバタ騒動を
描くコメディ作品。楽天的なトラブルメーカーのサル、ラズロ。おっとりしていていつも事件に巻き込まれるゾウのラー
ジ。器用でかしこいサイ、クラム。仲良しの3匹が巻き起こす珍騒動に注目です。

キャンプ・ラズロ ＃20／吹替 配信中
吹替／＃20 豆つみチャンピオン／怪物狩り／サマーキャンプに参加したおかしな仲間たちの、ドタバタ騒動を描くコメ
ディ作品。楽天的なトラブルメーカーのサル、ラズロ。おっとりしていていつも事件に巻き込まれるゾウのラージ。器用
でかしこいサイ、クラム。仲良しの3匹が巻き起こす珍騒動に注目です。

ジェネレーター・レックス ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 すべてが変わった日／体内の“ナノマシン”を操る特殊能力を持つ15歳の少年・レックスが、世界を救うた
めに立ち上がる最新SFアクション・アニメシリーズ！

ジェネレーター・レックス ＃11／吹替 配信中
吹替／＃11 出口のない都市／体内の“ナノマシン”を操る特殊能力を持つ15歳の少年・レックスが、世界を救うため
に立ち上がる最新SFアクション・アニメシリーズ！

ジェネレーター・レックス ＃12／吹替 配信中
吹替／＃12 プロム大作戦／体内の“ナノマシン”を操る特殊能力を持つ15歳の少年・レックスが、世界を救うために
立ち上がる最新SFアクション・アニメシリーズ！

ジェネレーター・レックス ＃13／吹替 配信中
吹替／＃13 香港での再会／体内の“ナノマシン”を操る特殊能力を持つ15歳の少年・レックスが、世界を救うために
立ち上がる最新SFアクション・アニメシリーズ！

ジェネレーター・レックス ＃14／吹替 配信中
吹替／＃14 宇宙からの脱出／体内の“ナノマシン”を操る特殊能力を持つ15歳の少年・レックスが、世界を救うため
に立ち上がる最新SFアクション・アニメシリーズ！

ジェネレーター・レックス ＃15／吹替 配信中
吹替／＃15 アビサスの危機／体内の“ナノマシン”を操る特殊能力を持つ15歳の少年・レックスが、世界を救うため
に立ち上がる最新SFアクション・アニメシリーズ！

スティーブン・ユニバース ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 お腹の宝石／レーザー砲／人類を守るマジカル・チーム『クリスタル・ジェムズ』の一員スティーブン。彼は
まだチームの中では見習いの身で皆の弟分的存在。強力な力をもつ姉たちのバックアップのもと世界を救う！

チャウダー ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 大好き！ダイスクリームマン／トリュフのダイエット大作戦／食べ物をこよなく愛する食いしん坊・小さな
シェフの見習いのチャウダーが巻き起こすナンセンス・ユーモアが光る異色コメディ！

チャウダー ＃26／吹替 配信中
吹替／＃26 初デートに急げ！ホーギー巡査／買い物三昧で大ピンチ！／食べ物をこよなく愛する食いしん坊・小さ
なシェフの見習いのチャウダーが巻き起こすナンセンス・ユーモアが光る異色コメディ！

チャウダー ＃27／吹替 配信中
吹替／＃27 真の男と船上パーティー／ワンタン爆弾とムーングの過去／食べ物をこよなく愛する食いしん坊・小さな
シェフの見習いのチャウダーが巻き起こすナンセンス・ユーモアが光る異色コメディ！

チャウダー ＃28／吹替 配信中
吹替／＃28 偉大なる帽子婦人会／命がけの迷路／食べ物をこよなく愛する食いしん坊・小さなシェフの見習いの
チャウダーが巻き起こすナンセンス・ユーモアが光る異色コメディ！

デクスターズ ラボ ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 未来からのメッセージ／怒れるマグマナムス／戦え！ママロボット／デクスターは天才少年科学者。秘密
のラボは不思議な発明品でいっぱい！ハチャメチャサイエンス・コメディ。

ハイ！ハイ！パフィー・アミユミ ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 最強のパフィーファン／おまけ 全部あつめろ！／ニンジャになるんじゃ／人気ロックスターのアミとユミ
は、専用オリジナルバスで世界あちこちへとツアーに出かけます！

パワーパフ ガールズ（リマスター版）＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 とべ！最強の幼稚園児／美女にご用心！／ブロッサム、バブルス、バターカップの3人はとっても強い正
義の味方！タウンズヴィルの平和のため戦います。



2016年9月12日現在

【2016年10月】
配信本数：約120本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

カートゥーン ネットワーク
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/CARTOON01）よりご確認ください。

パワーパフ ガールズ（リマスター版）＃06／吹替 配信中
吹替／＃6 正義のメイジャーマン！？／ふたりの秘密／ブロッサム、バブルス、バターカップの3人はとっても強い正
義の味方！タウンズヴィルの平和のため戦います。

パワーパフ ガールズ（リマスター版）＃07／吹替 配信中
吹替／＃7 カワイイだけじゃイヤ／市長さんの一日／ブロッサム、バブルス、バターカップの3人はとっても強い正義
の味方！タウンズヴィルの平和のため戦います。

パワーパフ ガールズ（リマスター版）＃08／吹替 配信中
吹替／＃8 強敵あらわる！ボーイズ軍団／ブロッサム、バブルス、バターカップの3人はとっても強い正義の味方！タ
ウンズヴィルの平和のため戦います。

パワーパフ ガールズ（リマスター版）＃09／吹替 配信中
吹替／＃9 誕生日は大騒ぎ！／もうお手あげ！／ブロッサム、バブルス、バターカップの3人はとっても強い正義の味
方！タウンズヴィルの平和のため戦います。

パワーパフ ガールズ（リマスター版）＃10／吹替 配信中
吹替／＃10 夢みたい！／史上最強の作戦／ブロッサム、バブルス、バターカップの3人はとっても強い正義の味
方！タウンズヴィルの平和のため戦います。

フォスターズ・ホーム ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 新しき我が家 パート1／マックとイマジナリー・フレンドのブルーが、フォスターズ・ホームに住むたくさんの
仲間たちと繰り広げる珍騒動。

ベン10 ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 宇宙からの贈り物／10歳の男の子ベン・テニスンが、10種類のそれぞれ違う特性を持つエイリアン・ヒー
ローに変身するアクションアドベンチャー。

ベン10 ＃36／吹替 配信中
吹替／＃36 がんばれキャノンズ／10歳の男の子ベン・テニスンが、10種類のそれぞれ違う特性を持つエイリアン・
ヒーローに変身するアクションアドベンチャー。

ベン10 ＃37／吹替 配信中
吹替／＃37 謎のイナズマを追え／10歳の男の子ベン・テニスンが、10種類のそれぞれ違う特性を持つエイリアン・
ヒーローに変身するアクションアドベンチャー。

ベン10 ＃38／吹替 配信中
吹替／＃38 闇の恐怖／10歳の男の子ベン・テニスンが、10種類のそれぞれ違う特性を持つエイリアン・ヒーローに変
身するアクションアドベンチャー。

ベン10 ＃39／吹替 配信中
吹替／＃39 使者／10歳の男の子ベン・テニスンが、10種類のそれぞれ違う特性を持つエイリアン・ヒーローに変身す
るアクションアドベンチャー。

ベン10：オムニバース ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 新たなパートナー パート1／大人気ヒット作「ベン10」の最新シリーズ。新しいパートナーの新人配管工・
ルークとともに新たな敵に立ち向かうベンだが…！？

ベン10：オムニバース ＃16／吹替 配信中
吹替／＃16 過去からの復しゅう者／大人気ヒット作「ベン10」の最新シリーズ。新しいパートナーの新人配管工・ルー
クとともに新たな敵に立ち向かうベンだが…！？

ベン10：オムニバース ＃17／吹替 配信中
吹替／＃17 故郷ラバンナ／大人気ヒット作「ベン10」の最新シリーズ。新しいパートナーの新人配管工・ルークととも
に新たな敵に立ち向かうベンだが…！？

ベン10：オムニバース ＃18／吹替 配信中
吹替／＃18 ベンとの再会／大人気ヒット作「ベン10」の最新シリーズ。新しいパートナーの新人配管工・ルークととも
に新たな敵に立ち向かうベンだが…！？

ベン10：オムニバース ＃19／吹替 配信中
吹替／＃19 23番目のミスター・スムージー／大人気ヒット作「ベン10」の最新シリーズ。新しいパートナーの新人配管
工・ルークとともに新たな敵に立ち向かうベンだが…！？

ベン10：オムニバース ＃20／吹替 配信中
吹替／＃20 ベンのお届け物／大人気ヒット作「ベン10」の最新シリーズ。新しいパートナーの新人配管工・ルークとと
もに新たな敵に立ち向かうベンだが…！？

ぼくはクラレンス！＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 ジェフのポテト／ちょっと不思議な感性の少年クラレンスと仲間たちの日常を描く最新作オリジナルコメ
ディ。
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配信本数：約120本
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カートゥーン ネットワーク
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/CARTOON01）よりご確認ください。

ぼくはクラレンス！＃11／吹替 配信中
吹替／＃11 ふたりきりの動物園／ちょっと不思議な感性の少年クラレンスと仲間たちの日常を描く最新作オリジナル
コメディ。

ぼくはクラレンス！＃12／吹替 配信中
吹替／＃12 早起きクラレンス／ちょっと不思議な感性の少年クラレンスと仲間たちの日常を描く最新作オリジナルコ
メディ。

ぼくはクラレンス！＃13／吹替 配信中
吹替／＃13 ぼくにまかせて！／ちょっと不思議な感性の少年クラレンスと仲間たちの日常を描く最新作オリジナルコ
メディ。

ぼくはクラレンス！＃14／吹替 配信中
吹替／＃14 視力コンテスト！／ちょっと不思議な感性の少年クラレンスと仲間たちの日常を描く最新作オリジナルコ
メディ。

ぼくはクラレンス！＃15／吹替 配信中 吹替／＃15 夢のボート／ちょっと不思議な感性の少年クラレンスと仲間たちの日常を描く最新作オリジナルコメディ。

レギュラーSHOW -コリない2人- ＃01／吹替 配信中
吹替／＃1 悪魔のジャン・ケン・ポン！！／長身の鳥(アオカケス)のモーデカイとお調子者のアライグマのリグビーの
2人は親友。働くことは超がつくほど苦手。常にどうやってサボるか…そんな2人が、毎度バカバカしい騒動を引き起こ
して…

レギュラーSHOW -コリない2人- ＃21／吹替 配信中
吹替／＃21 ウデズモー・デスマッチ開戦！／長身の鳥（アオカケス）のモーデカイとお調子者のアライグマのリグビー
の2人は親友。働くことは超がつくほど苦手。常にどうやってサボるか…そんな2人が、毎度バカバカしい騒動を引き起
こして…

レギュラーSHOW -コリない2人- ＃22／吹替 配信中
吹替／＃22 アホに乾杯！／長身の鳥（アオカケス）のモーデカイとお調子者のアライグマのリグビーの2人は親友。
働くことは超がつくほど苦手。常にどうやってサボるか…そんな2人が、毎度バカバカしい騒動を引き起こして…

レギュラーSHOW -コリない2人- ＃23／吹替 配信中
吹替／＃23 魂のボウリング大会／長身の鳥（アオカケス）のモーデカイとお調子者のアライグマのリグビーの2人は
親友。働くことは超がつくほど苦手。常にどうやってサボるか…そんな2人が、毎度バカバカしい騒動を引き起こして…

レギュラーSHOW -コリない2人- ＃24／吹替 配信中
吹替／＃24 バスケの神様対決！／長身の鳥（アオカケス）のモーデカイとお調子者のアライグマのリグビーの2人は
親友。働くことは超がつくほど苦手。常にどうやってサボるか…そんな2人が、毎度バカバカしい騒動を引き起こして…

レギュラーSHOW -コリない2人- ＃25／吹替 配信中
吹替／＃25 クールなふたり／長身の鳥（アオカケス）のモーデカイとお調子者のアライグマのリグビーの2人は親友。
働くことは超がつくほど苦手。常にどうやってサボるか…そんな2人が、毎度バカバカしい騒動を引き起こして…

【英語版】おかしなガムボール ＃36 10月1日～
＃36 みんなのビデオ！／セーター野郎との決闘／主人公は青いネコ“ガムボール”。父はウサギ、親友は金魚、クラ
スメートは恐竜や折り紙のクマ、風船やロボット…と、ハチャメチャな設定のキャラクターたちが実写の街を舞台に、次
から次へと笑いを振りまきます。

おかしなガムボール ＃36／吹替 10月1日～
吹替／＃36 みんなのビデオ！／セーター野郎との決闘／主人公は青いネコ“ガムボール”。父はウサギ、親友は金
魚、クラスメートは恐竜や折り紙のクマ、風船やロボット…と、ハチャメチャな設定のキャラクターたちが実写の街を舞
台に、次から次へと笑いを振りまきます。

おかしなガムボール ＃37／吹替 10月1日～
吹替／＃37 インターネットの罠／ママを取り返せ！／主人公は青いネコ“ガムボール”。父はウサギ、親友は金魚、
クラスメートは恐竜や折り紙のクマ、風船やロボット…と、ハチャメチャな設定のキャラクターたちが実写の街を舞台
に、次から次へと笑いを振りまきます。

おかしなガムボール ＃38／吹替 10月1日～
吹替／＃38 ステキな町、エルモア／ハッピーエンドじゃ終わらない／主人公は青いネコ“ガムボール”。父はウサギ、
親友は金魚、クラスメートは恐竜や折り紙のクマ、風船やロボット…と、ハチャメチャな設定のキャラクターたちが実写
の街を舞台に、次から次へと笑いを振りまきます。

おかしなガムボール ＃39／吹替 10月1日～
吹替／＃39 ボクたち、大人！？／サラの幸せのシナリオ／主人公は青いネコ“ガムボール”。父はウサギ、親友は金
魚、クラスメートは恐竜や折り紙のクマ、風船やロボット…と、ハチャメチャな設定のキャラクターたちが実写の街を舞
台に、次から次へと笑いを振りまきます。

おかしなガムボール ＃40／吹替 10月1日～
吹替／＃40 体育のコーチが教えてくれたこと／シアワセの集団感染！／主人公は青いネコ“ガムボール”。父はウサ
ギ、親友は金魚、クラスメートは恐竜や折り紙のクマ、風船やロボット…と、ハチャメチャな設定のキャラクターたちが
実写の街を舞台に、次から次へと笑いを振りまきます。

スティーブン・ユニバース ＃21／吹替 10月1日～
吹替／＃21 バンドやろうぜ／人類を守るマジカル・チーム『クリスタル・ジェムズ』の一員スティーブン。彼はまだチー
ムの中では見習いの身で皆の弟分的存在。強力な力をもつ姉たちのバックアップのもと世界を救う！
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カートゥーン ネットワーク
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/CARTOON01）よりご確認ください。

スティーブン・ユニバース ＃22／吹替 10月1日～
吹替／＃22 怪物なんかじゃない／人類を守るマジカル・チーム『クリスタル・ジェムズ』の一員スティーブン。彼はまだ
チームの中では見習いの身で皆の弟分的存在。強力な力をもつ姉たちのバックアップのもと世界を救う！

スティーブン・ユニバース ＃23／吹替 10月1日～
吹替／＃23 癒しのパワー／人類を守るマジカル・チーム『クリスタル・ジェムズ』の一員スティーブン。彼はまだチーム
の中では見習いの身で皆の弟分的存在。強力な力をもつ姉たちのバックアップのもと世界を救う！

スティーブン・ユニバース ＃24／吹替 10月1日～
吹替／＃24 炎のドーナツ／人類を守るマジカル・チーム『クリスタル・ジェムズ』の一員スティーブン。彼はまだチーム
の中では見習いの身で皆の弟分的存在。強力な力をもつ姉たちのバックアップのもと世界を救う！

スティーブン・ユニバース ＃25／吹替 10月1日～
吹替／＃25 魔法の鏡／人類を守るマジカル・チーム『クリスタル・ジェムズ』の一員スティーブン。彼はまだチームの
中では見習いの身で皆の弟分的存在。強力な力をもつ姉たちのバックアップのもと世界を救う！

デクスターズ ラボ ＃07／吹替 10月1日～
吹替／＃7 ちびっ子ヒーローをさがせ！／みんなのヒーロークラブ／ゲームオーバー／デクスターは天才少年科学
者。秘密のラボは不思議な発明品でいっぱい！ハチャメチャサイエンス・コメディ。

デクスターズ ラボ ＃08／吹替 10月1日～
吹替／＃8 ベビーシッターが来るよ！／ヴァルヘイレンの部屋／夢で会いましょう／デクスターは天才少年科学者。
秘密のラボは不思議な発明品でいっぱい！ハチャメチャサイエンス・コメディ。

デクスターズ ラボ ＃09／吹替 10月1日～
吹替／＃9 愛の人形劇場／クランクのデート／驚異の睡眠学習／デクスターは天才少年科学者。秘密のラボは不思
議な発明品でいっぱい！ハチャメチャサイエンス・コメディ。

デクスターズ ラボ ＃10／吹替 10月1日～
吹替／＃10 これが私の生きる道／ボクのサムおじさん／女の子という生き物／デクスターは天才少年科学者。秘密
のラボは不思議な発明品でいっぱい！ハチャメチャサイエンス・コメディ。

デクスターズ ラボ ＃11／吹替 10月1日～
吹替／＃11 宇宙船で大あばれ／ラットマン／巨額な請求書／デクスターは天才少年科学者。秘密のラボは不思議
な発明品でいっぱい！ハチャメチャサイエンス・コメディ。

ハイ！ハイ！パフィー・アミユミ ＃26／吹替 10月1日～
吹替／＃26 坂道カーレース／帰ってきたタレントサッカー／ヨヨビア王国名誉国民／人気ロックスターのアミとユミ
は、専用オリジナルバスで世界あちこちへとツアーに出かけます！

ハイ！ハイ！パフィー・アミユミ ＃27／吹替 10月1日～
吹替／＃27 パフィーの始まり／コピーキャット／ユミのスパイ大作戦／人気ロックスターのアミとユミは、専用オリジ
ナルバスで世界あちこちへとツアーに出かけます！

ハイ！ハイ！パフィー・アミユミ ＃28／吹替 10月1日～
吹替／＃28 誕生！自称ヒーローの男／マイ・パイの伝説／ツアーバスの反乱？／人気ロックスターのアミとユミは、
専用オリジナルバスで世界あちこちへとツアーに出かけます！

ハイ！ハイ！パフィー・アミユミ ＃29／吹替 10月1日～
吹替／＃29 映画スター、ユミ／新聞を回収せよ／お助けマン、ウォール／人気ロックスターのアミとユミは、専用オリ
ジナルバスで世界あちこちへとツアーに出かけます！

ハイ！ハイ！パフィー・アミユミ ＃30／吹替 10月1日～
吹替／＃30 マンガ まんが マンガ／寄生虫クラブ／決闘／人気ロックスターのアミとユミは、専用オリジナルバスで
世界あちこちへとツアーに出かけます！


