
2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

【英語音声／英語字幕版】ニーナ がま
んできない！＃20

【英語】ニーナ がま
んできない！

10月1日～
英語音声／英語字幕版／＃20 ようちえん／初めて幼稚園にやってきたニーナ。ところが
園で飼育しているハムスターが外に飛び出してしまった！無事にハムスターを連れ戻せ
るでしょうか？

【英語音声／英語字幕版】ミニーのリボ
ンショー ＃22

【英語】ミニーのリボ
ンショー

10月1日～
英語音声／英語字幕版／＃22 リボンのピザやさん／レストランでピザ職人を待つ店主
は、リボンの2人がピザを作りに来ると聞き、たまたまやって来たミニーとデイジーを職人
と勘違い。しかも店を任せ、配達に出かけてしまう。

【英語音声／英語字幕版】ミニーのリボ
ンショー ＃23

【英語】ミニーのリボ
ンショー

10月1日～
英語音声／英語字幕版／＃23 こうえんのおさんぽ／公園へ犬の散歩に来たミニーた
ち。ところが、ホットドッグを見つけた犬たちが暴れて逃げ出し、大変なことに。やっと犬た
ちを捕まえ、また散歩に行こうとするが…。

【日本語音声版】ニーナ がまんできな
い！＃20

【英語】ニーナ がま
んできない！

10月1日～
日本語音声版／＃20 ようちえん／初めて幼稚園にやってきたニーナ。ところが園で飼育
しているハムスターが外に飛び出してしまった！無事にハムスターを連れ戻せるでしょう
か？

【日本語音声版】ミニーのリボンショー
＃22

【英語】ミニーのリボ
ンショー

10月1日～
日本語音声版／＃22 リボンのピザやさん／レストランでピザ職人を待つ店主は、リボン
の2人がピザを作りに来ると聞き、たまたまやって来たミニーとデイジーを職人と勘違い。
しかも店を任せ、配達に出かけてしまう。

【日本語音声版】ミニーのリボンショー
＃23

【英語】ミニーのリボ
ンショー

10月1日～
日本語音声版／＃23 こうえんのおさんぽ／公園へ犬の散歩に来たミニーたち。ところ
が、ホットドッグを見つけた犬たちが暴れて逃げ出し、大変なことに。やっと犬たちを捕ま
え、また散歩に行こうとするが…。

ウィスカー・ヘイブン ～ロイヤルペットも
のがたり～ ＃04

ウィスカー・ヘイブン
-ロイヤル…

10月1日～
吹替／＃4 パンプキンのパーティー／フェザーボーンがパーティーを開くという。準備を
任されたパンプキンは張り切るが、手伝ってくれたトレジャーたちが反対に会場を汚して
いるうち、時間が来てしまう。

ウィスカー・ヘイブン ～ロイヤルペットも
のがたり～ ＃05

ウィスカー・ヘイブン
-ロイヤル…

10月1日～
吹替／＃5 すてきなぼうし／ロイヤルダービー・スターターに選ばれたトレジャーに、パン
プキンが手作りの可愛い帽子を貸してくれる。だがトレジャーはリボンだらけの帽子が恥
ずかしくてしょうがない。

ウィスカー・ヘイブン ～ロイヤルペットも
のがたり～ ＃06

ウィスカー・ヘイブン
-ロイヤル…

10月1日～
吹替／＃6 ドリーミィのおたんじょうび／ドリーミィの誕生日。ベリーはバースデーケーキ
を作る。パンプキンはドリーミィのためにダンス・パーティーを企画し、トレジャーはプール・
パーティーを開こうと言う。

おたすけマニー ＃024
【シリーズ】おたすけ
マニー

10月1日～
吹替／＃24 おやすみのひ／レナルドの おいしいかんばん／仕事の電話が入らない日。
心配性のシメールは仕事を探してソワソワ落ち着かない。そんな時、ポルティーヨさんが
ロボットの修理を依頼してくれて一安心するが…。

おたすけマニー ＃025
【シリーズ】おたすけ
マニー

10月1日～
吹替／＃25 ロパートさんのおかあさん／ジリスのわな／ロパートさんの趣味は日曜大
工。ロパートさんのお母さんが、マニーに棚づくりを依頼したときも自分も一緒にやると
いってきかない。そこでマニーたちが行った工夫とは？

おたすけマニー ＃026
【シリーズ】おたすけ
マニー

10月1日～
吹替／＃26 ハロウィン／シメールのマジック・ショー／ハロウィン当日、衣装屋のミシンが
壊れてしまった。しかも部品が売り切れで修理は不可能。ヒーローの衣装を楽しみにして
いるロパートさんのためマニーたちは…？

おたすけマニー ＃027
【シリーズ】おたすけ
マニー

10月1日～
吹替／＃27 エリオットの みせばん／シメールの やくそく／ケリーのお店のスーパーセー
ルの日。弟のエリオットに店を手伝ってもらうがミスばかりでエリオットは自信を失ってしま
う。しかしマニーと道具の活躍で…！？

おとぎのもりのゴールディとベア ＃20
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

10月1日～
吹替／＃20 うたえ！カエルさん／あたしは だれ？／今日はコンサート。ベアの家族と
ゴールディが歌を練習していると、妖精がやってきた。／ママ・ベアにあげる花を摘んでい
る時に、ゴールディが忘れ草の匂いを嗅いでしまう。

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。
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おとぎのもりのゴールディとベア ＃21
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

10月1日～
吹替／＃21 とびきりおおきなマフィン／ははのひの とりかえっこ／ゴールディとベアは、
カッコいいピョンピョン棒がすぐに欲しくて、お金を稼ごうとする。／今日は母の日。ベアは
ママ・ベアに、緑のネックレスをプレゼントしようと考えた。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃22
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

10月1日～
吹替／＃22 ゴールディ ベアとであう／おとぎの森に引っ越してきたゴールディと父親の
ロビン・ロックス。引っ越しパーティーの招待状を、近所に配るゴールディ。その途中でベ
アの家に行くと、ドアが開いていた。

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃10
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

10月1日～
吹替／＃10 おもいきりジャンプ／こねこの えがお／サリーから縄跳びをもらったアビー。
2人で縄跳びをすることになったが、アビーは縄跳びのやり方が分からない。オーソーの
手伝いで、アビーは縄跳びに初挑戦！

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃11
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

10月1日～
吹替／＃11 すてきなハートのカード／シャボンだま／パパのためにバレンタイン・デーの
カードをつくったアンナ。だけど、ペットの小犬がかじってボロボロに。新しいカードをつくり
たいアンナだが、つくり方を忘れてしまった！

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃12
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

10月1日～
吹替／＃12 いっしょにすべろう／ゆきだるまを つくろう／姉のマリーたちと公園にやって
きたカリーナ。カリーナもマリーたちと一緒にスケートをしたいが、滑り方が分からない。そ
こで、オーソーと一緒に練習することに！

ケイトとミンミン ＃34
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

10月1日～
吹替／＃34 主役はミンミン／お空が落ちてくる／5歳の女の子ケイトと大親友のウサギ
のぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくするよう
な冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃35
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

10月1日～
吹替／＃35 お友達の日／タコミンミン／5歳の女の子ケイトと大親友のウサギのぬいぐ
るみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくするような冒険と
心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃36
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

10月1日～
吹替／＃36 小さな大失敗／月のお友達／5歳の女の子ケイトと大親友のウサギのぬい
ぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくするような冒険
と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃37
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

10月1日～
吹替／＃37 妖精さんの光／ワイルド・ブーマー／5歳の女の子ケイトと大親友のウサギ
のぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくするよう
な冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃38
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

10月1日～
吹替／＃38 カニのグラビー／秘密のスーパーヒーロー／5歳の女の子ケイトと大親友の
ウサギのぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわく
するような冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃39
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

10月1日～
吹替／＃39 ブーマーの新しいペット／発明家ゴブル／5歳の女の子ケイトと大親友のウ
サギのぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくす
るような冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃18

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

10月1日～
吹替／＃18 そらのとりのしまの プリンセス／フックせんちょうの たからもの／スカリーが
ウィンガーというきれいな鳥と友達になった。／ジョリー・ロジャー号では宝物の見せっこ
をしていた。だがフック船長は人に見せるような宝物を持っていなかった。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃19

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

10月1日～
吹替／＃19 さんごのいりえを まもれ！／ぬすまれた たからばこ／ヒトデのサンディが住
んでいる美しい珊瑚礁の辺りを、宝を求めてフック船長が荒らし回る。／フック船長がジェ
イクたちの宝箱を盗み出した。だが開け方がわからなかった。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃20

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

10月1日～
吹替／＃20 かいぞくのプリンセス／にじのつえ／かつてネバーランドの海には金の船に
乗る海賊のプリンセスがいた。ところが悪い魔女が、プリンセスを金に変えてしまったの
だ。／海賊島でイジーは虹を作れる杖を見つけた。
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ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃21

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

10月1日～
吹替／＃21 ひみつのドア／ジェイクのホームラン／フック船長が秘密の石のドアを見つ
けた。ドアにはジェイクの剣と同じ形のくぼみがあった。／ジェイクたちは野球をして遊ん
でいた。それを見たフック船長がボールを盗んだ。

ジェイクのネバーランドかいぞくがっこう
＃04

【ショート】ジェイクの
ネバーランド…

10月1日～
吹替／＃4 すすめ バッキー！／今日はバッキーを操縦する勉強だ。「右だ、バッ
キー！」、「左だ、バッキー！」と言えばいい。ジェイクたちは上手くバッキーを操縦し、フッ
ク船長から逃げた。

ジェイクのネバーランドかいぞくがっこう
＃05

【ショート】ジェイクの
ネバーランド…

10月1日～
吹替／＃5 フックを たすける／今日はフック船長を助ける勉強だ。崖から落ちそうなフッ
ク船長を蔓で釣り上げたり、溶岩に囲まれたフック船長のために岩を倒して橋を造ったり
した。

ジェイクのネバーランドかいぞくがっこう
＃06

【ショート】ジェイクの
ネバーランド…

10月1日～
吹替／＃6 ママ・フックにおまかせ！／ママ・フックはフック船長を立派な海賊にしようと教
育している。ワニから助けたり、危ないことをしないよう言い聞かせたり、色々大変だ。

しゅつどう！パジャマスク ＃40
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

10月1日～
吹替／＃40 ねらわれたスーパーパワー／ゲッコーとベタベタふんすい／ロミオにキャット
ボーイのパワーを吸い取られ、コナーは高速で走ることもできない。／ナイトニンジャが謎
の山頂でベタベタを噴出。パジャマスクたちは様子を探りに行く。

しゅつどう！パジャマスク ＃41
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

10月1日～
吹替／＃41 アルマジランとうじょう／みえないアウレット／パジャマスクたちは奇妙な丸
い物を見かける。それは新しいヒーローを名乗るアルマジランだった。／ロミオは新発明
したビームで体を透明にし、世界征服しようと企んでいた。

しゅつどう！パジャマスク ＃42
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

10月1日～
吹替／＃42 オオカミの やま／ロミオのクリスタルだいさくせん／謎の山に入れてもらった
オオカミ団は、山を独り占めしようとする。／月のクリスタルが盗まれた。犯人はロミオで、
クリスタルのパワーで世界を征服しようとしていた。

せいぶのねこキャリー ＃20
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

10月1日～
吹替／＃20 パイどろぼう／きんの いし／キャリーが「ウキウキニコニコ町おいしいパイコ
ンテスト」を開いた。／バンおじさんの畑から大きな金の塊が出てきた。大金持ちになった
バンおじさんは、引越しをすることに。

せいぶのねこキャリー ＃21
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

10月1日～
吹替／＃21 オウムのペドロ／しんぶんきしゃ／「おうむ返しのペドロ」というオウム。ペック
と笑いで友情を深めようと、何でもペックの真似をし始めて…！／新聞記者に憧れたト
ビー。取材に出かけた先々で問題を起こす！

せいぶのねこキャリー ＃22
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

10月1日～
吹替／＃22 おヒゲのトビー／おいしいチリ／ロデオマシンに書かれた「強くて荒っぽいカ
ウボーイ専用」を見たトビー。大きな付け髭をつける！／「ウキウキニコニコ町おいしいチ
リコンテスト」で、初出場のティオが…！

ドックはおもちゃドクター ＃34
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

10月1日～
吹替／＃34 ドック・カートの でばん！／あたまに ごようじん／ドック・カートに付いている
トランシーバーから、おもちゃの助けを求める声が聞こえてきた。／スタントマンの人形ス
ティーブは、過激なスタントが得意。ところが…。

ドックはおもちゃドクター ＃35
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

10月1日～
吹替／＃35 あこがれのステキな おもちゃ／ひこうきの きょうだい／ガレージで見つけた
ミラーボールをパパがドックの部屋に付けてくれた。／ドニーの飛行機のおもちゃ、ウィル
バーとオービルは兄弟だ。2人でチームを作り、曲芸飛行をやる。

ドックはおもちゃドクター ＃36
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

10月1日～
吹替／＃36 ふたりは なかよし？／おはながグズグズのバブルモンキー／いつも喧嘩ば
かりしているカービー伯爵と悪い王様。そんな時…。／ドックとドニーは、エミーのおも
ちゃ、バブルモンキーを使ったシャボン玉パーティーに招待される。

ドックはおもちゃドクター ＃37
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

10月1日～
吹替／＃37 ぺちゃんこのフーツィーきょうじゅ／グロリアの かゆいおなか／そろそろ寝る
時間なのにブロンティは寝ようとしない。そこでお話を読んでもらおうと、フーツィー教授を
捜すことに。／ゴリラのグロリアが、急にお腹がかゆいと言い始める。
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ハイ・ホー7D ＃26
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

10月1日～
吹替／＃26 夢の中へ行こう／キラキラ・イモムシの正体／“みんなでワイワイ朝ごはん”
の前夜、ねぼすけは眠りの精サンディからのSOSを受ける。／7Dは、宝石を食べるキラ
キラ・イモムシを捕獲し、ジャングルへ戻そうとする。

ハイ・ホー7D ＃27
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

10月1日～
吹替／＃27 ごきげんなおこりんぼ／ヘンテコ頭の日／7Dは、おこりんぼがチーズで作っ
た巨大な女王像を、城へ届けようとするが…。／おかしな髪形を競うヘンテコ頭の日。お
こりんぼは、盛り上がる会場をそっと抜け出す。

ハイ・ホー7D ＃28
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

10月1日～
吹替／＃28 動物が大集合／愉快と不愉快どっちがいい？／しあわせ女王に、パレード
用の衣装をクローゼットから持ってくるよう言い付かった男爵。／てれすけは文通相手に
誤って、ある特別な宝石のありかを示す地図を送ってしまう。

ビッグ・ブロック シングソング ＃70
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

10月1日～
英語音声版／＃70 Bee／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリジナル
ソングを歌います。英語でお楽しみください。

ビッグ・ブロック シングソング ＃71
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

10月1日～
英語音声版／＃71 Wizard／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリジナ
ルソングを歌います。英語でお楽しみください。

ビッグ・ブロック シングソング ＃72
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

10月1日～
英語音声版／＃72 Share The Care／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのし
いオリジナルソングを歌います。英語でお楽しみください。

ビッグ・ブロック シングソング ＃73
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

10月1日～
英語音声版／＃73 Cows／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリジナ
ルソングを歌います。英語でお楽しみください。

ビッグ・ブロック シングソング ＃74
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

10月1日～
英語音声版／＃74 What’s Up／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリ
ジナルソングを歌います。英語でお楽しみください。

プーさんといっしょ ＃22
【シリーズ】プーさん
といっしょ

10月1日～
吹替／＃22 イーヨーのあたらしい いえ／ラビットのかんぺきなカボチャ／イーヨーの家が
すぐに壊れてしまうため、スーパー探偵団がイーヨーのために新しい家を造ることにす
る。／ラビットの畑にできのいいかぼちゃが出来るが…。

プーさんといっしょ ＃23
【シリーズ】プーさん
といっしょ

10月1日～
吹替／＃23 イーヨーのつきりょこう／ちいさくなったルー／バスターが月のような石を発
見。スーパー探偵団はその石が月の欠片だと推理する。／夏の間にルーの背が伸びた
か確かめるため、スーパー探偵団はひまわり畑へと急ぐ。

プーさんといっしょ ＃24
【シリーズ】プーさん
といっしょ

10月1日～
吹替／＃24 ありがとう クリストファー・ロビン／カメさんのやくそく／今日はみんなでいろ
いろなものに感謝する「ありがとうの日」。みんなは恒例のパーティーに集まるが…。／カ
メさんとラビットはチェッカーゲームの約束をする。

ヘンリー・ハグルモンスター ＃01
【シリーズ】ヘン
リー・ハグルモンス
ター

10月1日～
吹替／＃1 ハグルフラワー／モンスターの こもりうた／ハグルモンスター家のサマーが、
歌を披露することになった。／ハグルモンスター家の末っ子アイボーを寝かしつけようと、
ヘンリーとサマーが大奮闘。

ヘンリー・ハグルモンスター ＃02
【シリーズ】ヘン
リー・ハグルモンス
ター

10月1日～
吹替／＃2 パンきじを おいかけろ！／まねっこモンスター／ヘンリーが初めてパン作りに
挑戦する。ところが…。／今日はモンスター・スカウトの日だ。隊員それぞれがレーシング
カーを作り、レースを繰り広げることになっている。

ヘンリー・ハグルモンスター ＃03
【シリーズ】ヘン
リー・ハグルモンス
ター

10月1日～
吹替／＃3 ヘンリーの おんがくかい／ピョンピョンぐつ／サマーの舞台を見たヘンリー。
自分も何かやりたくなり…。／コビーが発明した「ピョンピョン靴」を履いてすっかり楽しく
なったヘンリー。だが飛び跳ねるたびに…。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

ヘンリー・ハグルモンスター ＃04
【シリーズ】ヘン
リー・ハグルモンス
ター

10月1日～
吹替／＃4 たいくつな じかん／なみに のろう！／キャッチボールの相手が欲しいヘン
リー。だがみんな忙しくて遊んでくれない。そこへ…。／家族みんなで、プールへやってき
たヘンリー。サーフィンに挑戦するつもりだ。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃51

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

10月1日～
吹替／＃51 エウロパの うみのひみつ／こおりのなかの たたかい／カリスト一家はルビ
コン教授と一緒に、木星の衛星エウロパの探検に出かける。／マイルズたちが、火星で
の任務が終わったリオを迎えに行く途中、火星の衛星から救助信号が。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃52

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

10月1日～
吹替／＃52 ペットロボの ひ／きえたカリストたち／今日は「ペットロボの日」。まだロボを
持っていない子どもたちが好きなペットロボをもらえる。／リオが突然姿を消した。探しに
行ったフィービーも行方不明になってしまう。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃53

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

10月1日～
吹替／＃53 プレクトリックスを さがせ／おかえり ミス・ベーカー／今日はゴンゴンおじい
ちゃんの誕生日。マイルズとロレッタに手作りケーキと歌をプレゼントされる。／自分たち
だけで任務に当たることになったマイルズとロレッタとマーク。

ミッキーマウス クラブハウス ＃039
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

10月1日～
吹替／＃39 ミッキーとミニーのジャングルたんけん／ミニーたちは一年のうち今日一日し
か花が開かないというフラ・ハイビスカスの写真を撮りに、ジャングルを探検！花がしぼむ
まえに無事、花を見つけて写真を撮れるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃040
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

10月1日～
吹替／＃40 すうじをつかまえよう／ヴォン・ドレイク教授に荷物を受け取るよう頼まれた
ミッキー。荷物を届けに来たグーフィーが箱を落とし、中に入っていた数字が逃げ出した。
数字たちを早く捕まえなくちゃ！

ミッキーマウス クラブハウス ＃041
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

10月1日～
吹替／＃41 ミッキーのおおきなしごと／巨人が留守の間、家の仕事をすることになった
ミッキー。喜んで引き受けたものの、何もかもが大きい巨人の家の仕事は想像以上に大
変！

ミッキーマウス クラブハウス ＃042
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

10月1日～
吹替／＃42 ミッキーすいせい／今日はミッキー彗星が10年に一度だけ見られる日。一足
先に観測場所に向かったヴォン・ドレイク教授に、ミッキーは場所を聞き忘れてしまった。
教授を見つけられるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃043
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

10月1日～
吹替／＃43 ミッキーのキャンプ／クラブハウス・キャンプバッジをもらうため、ウキウキ気
分でキャンプに出かけたミッキーたち。でも、キャンプ場では次々とアクシデントが。バッジ
は無事もらえるかな？

ミッキーマウス クラブハウス／ミッキー
のモンスターミュージカル

- 10月1日～
吹替／ミッキーたちは、車の故障で、助けを求めてモンスターのお城へ。親切にも車を直
してくれるミッキュラ伯爵へのお返しに、お城の中で聞こえる奇妙な音の正体を調べること
に！

【英語音声／英語字幕版】ニーナ がま
んできない！＃15

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
英語音声／英語字幕版／＃15 むらのおまつり／むらのおまつりの前に急にトイレに行き
たくなったニーナ。トイレまでがまんできるかな？

【英語音声／英語字幕版】ニーナ がま
んできない！＃16

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
英語音声／英語字幕版／＃16 はくぶつかん／はくぶつかんでパパとはぐれたニーナ。
はくぶつかんできをつけることはなにかな？

【英語音声／英語字幕版】ニーナ がま
んできない！＃17

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
英語音声／英語字幕版／＃17 ベッドルーム／ベッドにはいってもねむれないニーナ。ス
ケートボードにのったらママにみつかりそうに。

【英語音声／英語字幕版】ニーナ がま
んできない！＃18

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
英語音声／英語字幕版／＃18 ともだちのいえ／お友達のアンバー家で遊ぶニーナ。と
ころが二人で部屋を散らかし放題。無事にお片付けができるでしょうか？



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始
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ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

【英語音声／英語字幕版】ニーナ がま
んできない！＃19

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
英語音声／英語字幕版／＃19 すてきなレストラン／家族でレストランに出かけるニー
ナ。ところが食事中にお皿のミートボールが飛び出してしまいます。ニーナはミートボール
を無事取り戻せるでしょうか？

【英語音声／英語字幕版】マニーのツー
ル・スクール ＃16

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
英語音声／英語字幕版／＃16 チームワーク／一つで全部の仕事をこなせる道具は無
い。みんなが力を合わせたおかげで手押し車はほぼ完成した。出番の無かったプラスン
は落ち込むが…。

【英語音声／英語字幕版】マニーのツー
ル・スクール ＃17

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
英語音声／英語字幕版／＃17 いろいろな くぎ／今日はマニーが普通の釘や仕上げ釘
など、色々な種類の釘について説明してくれる。

【英語音声／英語字幕版】マニーのツー
ル・スクール ＃18

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
英語音声／英語字幕版／＃18 パイプをつなごう／二本のパイプをつなげるときは、口で
しっかりパイプをつかんでねじれるモンキーレンチが一番いい。モンキは色々なパイプを
つなげて見せるが…。

【英語音声／英語字幕版】マニーのツー
ル・スクール ＃19

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
英語音声／英語字幕版／＃19 ひっぱって まげて／オモチャの車の車軸が曲がってしま
い、真っ直ぐに走らない。そこでマニーは修理をすることにする。

【英語音声／英語字幕版】マニーのツー
ル・スクール ＃20

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
英語音声／英語字幕版／＃20 かたい ボルト／シュウリンの声が変なので、修理をする
ことに。パネルを開けようとすると、すごく硬いボルトがある。マイナーやプラスン、シメー
ルが挑戦したが全然動かず…。

【英語音声／英語字幕版】ミニーのリボ
ンショー ＃12

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
英語音声／英語字幕版／＃12 かんばんをなおそう／風でキーキー音が鳴る看板に油を
差そうとするが、ハシゴがぶつかって看板が外れてしまう。そこでミニーが看板を直そうと
するが、そこに卵の乗った鳥の巣が飛んでくる。

【英語音声／英語字幕版】ミニーのリボ
ンショー ＃13

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
英語音声／英語字幕版／＃13 リボンやさんのカギ／たくさん荷物を抱えてお店へ来たミ
ニー。デイジーがドアを開けてあげようとするが、カギを落としてしまい、しかも店の中に
入ってしまう。もうダメだと思ったその時…。

【英語音声／英語字幕版】ミニーのリボ
ンショー ＃18

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
英語音声／英語字幕版／＃18 リボンマシン3000／大口の注文をこなすために、リボンマ
シン3000を使って、みんなでリボンを作る。一生懸命、作業をするミニーとデイジーとクラ
ラベル。ところが、クララベルが…。

【英語音声／英語字幕版】ミニーのリボ
ンショー ＃19

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
英語音声／英語字幕版／＃19 こぶたちゃんのこもり／ミセス・ポーキンスに赤ちゃんブタ
の世話を頼まれてしまい、必死で子守をする3人。やんちゃな子ブタはイタズラしたり、泣
きわめいたりで、大変な思いをするが…。

【英語音声／英語字幕版】ミニーのリボ
ンショー ＃20

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
英語音声／英語字幕版／＃20 リボンやさんのもようがえ／模様替えのテレビ番組を見
たデイジーの提案で、みんなで模様替えを始める。しかし、ドジなデイジーはお店をメチャ
クチャに。やっとのことで模様替えが済むものの…。

【英語音声／英語字幕版】ミニーのリボ
ンショー ＃21

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
英語音声／英語字幕版／＃21 おじゃまなハト／パリに旅行に来たミニーたち。観光地で
写真を撮るが、そのたびにおかしなハトにジャマされ、変な写真ばかりになってしまう。
やっといい写真が撮れる、と思いきや…。

【英語音声】えいごでみよう！ Hi-5 ＃
50

【英語】えいごでみよ
う！Hi-5

配信中
英語音声版／＃50 メアリーとエクササイズしよう 31／オープニングソング Dance With
The Dinosaurs

【英語音声】えいごでみよう！ Hi-5 ＃
51

【英語】えいごでみよ
う！Hi-5

配信中
英語音声版／＃51 メアリーとエクササイズしよう 32／オープニングソング Dance With
The Dinosaurs



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

【英語音声】えいごでみよう！ Hi-5 ＃
52

【英語】えいごでみよ
う！Hi-5

配信中
英語音声版／＃52 メアリーとエクササイズしよう 33／オープニングソング Dance With
The Dinosaurs

【日本語音声版】ニーナ がまんできな
い！＃15

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
日本語音声版／＃15 むらのおまつり／むらのおまつりの前に急にトイレに行きたくなった
ニーナ。トイレまでがまんできるかな？

【日本語音声版】ニーナ がまんできな
い！＃16

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
日本語音声版／＃16 はくぶつかん／はくぶつかんでパパとはぐれたニーナ。はくぶつか
んできをつけることはなにかな？

【日本語音声版】ニーナ がまんできな
い！＃17

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
日本語音声版／＃17 ベッドルーム／ベッドにはいってもねむれないニーナ。スケートボー
ドにのったらママにみつかりそうに。

【日本語音声版】ニーナ がまんできな
い！＃18

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
日本語音声版／＃18 ともだちのいえ／お友達のアンバー家で遊ぶニーナ。ところが二人
で部屋を散らかし放題。無事にお片付けができるでしょうか？

【日本語音声版】ニーナ がまんできな
い！＃19

【英語】ニーナ がま
んできない！

配信中
日本語音声版／＃19 すてきなレストラン／家族でレストランに出かけるニーナ。ところが
食事中にお皿のミートボールが飛び出してしまいます。ニーナはミートボールを無事取り
戻せるでしょうか？

【日本語音声版】マニーのツール・ス
クール ＃16

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
日本語音声版／＃16 チームワーク／一つで全部の仕事をこなせる道具は無い。みんな
が力を合わせたおかげで手押し車はほぼ完成した。出番の無かったプラスンは落ち込む
が…。

【日本語音声版】マニーのツール・ス
クール ＃17

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
日本語音声版／＃17 いろいろな くぎ／今日はマニーが普通の釘や仕上げ釘など、色々
な種類の釘について説明してくれる。

【日本語音声版】マニーのツール・ス
クール ＃18

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
日本語音声版／＃18 パイプをつなごう／二本のパイプをつなげるときは、口でしっかり
パイプをつかんでねじれるモンキーレンチが一番いい。モンキは色々なパイプをつなげて
見せるが…。

【日本語音声版】マニーのツール・ス
クール ＃19

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
日本語音声版／＃19 ひっぱって まげて／オモチャの車の車軸が曲がってしまい、真っ
直ぐに走らない。そこでマニーは修理をすることにする。

【日本語音声版】マニーのツール・ス
クール ＃20

【英語】マニーの
ツール・スクール

配信中
日本語音声版／＃20 かたい ボルト／シュウリンの声が変なので、修理をすることに。パ
ネルを開けようとすると、すごく硬いボルトがある。マイナーやプラスン、シメールが挑戦し
たが全然動かず…。

【日本語音声版】ミニーのリボンショー
＃12

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
日本語音声版／＃12 かんばんをなおそう／風でキーキー音が鳴る看板に油を差そうと
するが、ハシゴがぶつかって看板が外れてしまう。そこでミニーが看板を直そうとするが、
そこに卵の乗った鳥の巣が飛んでくる。

【日本語音声版】ミニーのリボンショー
＃13

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
日本語音声版／＃13 リボンやさんのカギ／たくさん荷物を抱えてお店へ来たミニー。デ
イジーがドアを開けてあげようとするが、カギを落としてしまい、しかも店の中に入ってしま
う。もうダメだと思ったその時…。

【日本語音声版】ミニーのリボンショー
＃18

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
日本語音声版／＃18 リボンマシン3000／大口の注文をこなすために、リボンマシン3000
を使って、みんなでリボンを作る。一生懸命、作業をするミニーとデイジーとクララベル。と
ころが、クララベルが…。
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【日本語音声版】ミニーのリボンショー
＃19

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
日本語音声版／＃19 こぶたちゃんのこもり／ミセス・ポーキンスに赤ちゃんブタの世話を
頼まれてしまい、必死で子守をする3人。やんちゃな子ブタはイタズラしたり、泣きわめい
たりで、大変な思いをするが…。

【日本語音声版】ミニーのリボンショー
＃20

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
日本語音声版／＃20 リボンやさんのもようがえ／模様替えのテレビ番組を見たデイジー
の提案で、みんなで模様替えを始める。しかし、ドジなデイジーはお店をメチャクチャに。
やっとのことで模様替えが済むものの…。

【日本語音声版】ミニーのリボンショー
＃21

【英語】ミニーのリボ
ンショー

配信中
日本語音声版／＃21 おじゃまなハト／パリに旅行に来たミニーたち。観光地で写真を撮
るが、そのたびにおかしなハトにジャマされ、変な写真ばかりになってしまう。やっといい
写真が撮れる、と思いきや…。

ウィスカー・ヘイブン ～ロイヤルペットも
のがたり～ ＃01

ウィスカー・ヘイブン
-ロイヤル…

配信中
吹替／＃1 トレジャーのぼうけん／フェザーボーンに呼ばれてトレジャーがウィスカーヘイ
ブンに行くと、お城の広間が水浸しになっていた。パンプキンがお湯を出しっぱなしにして
あふれさせてしまったのだ。

ウィスカー・ヘイブン ～ロイヤルペットも
のがたり～ ＃02

ウィスカー・ヘイブン
-ロイヤル…

配信中
吹替／＃2 ゆうかんなペット／スルタンとトレジャーは、自分がウィスカーヘイブンの一番
勇敢なペット、光の騎士だと言い張る。二人はパンプキンに審査員を頼み、どちらが勇敢
か勝負することに。

ウィスカー・ヘイブン ～ロイヤルペットも
のがたり～ ＃03

ウィスカー・ヘイブン
-ロイヤル…

配信中
吹替／＃3 まいごのリリー／今日はケーキ・パーティーの日だが、ウィスカー・ケーキを
持ってくるはずのリリーが現れない。森の中で迷子になっていたのだ。トレジャーたちは急
いでリリーを助けに行く。

おたすけマニー ＃016
【シリーズ】おたすけ
マニー

配信中
吹替／＃16 ちゅうもんのおおいみせ／メリーゴーラウンド／ファーストフード店でドライブ・
スルーの注文機が壊れてしまい大混乱！修理する間、道具たちが手分けして注文をキッ
チンまで伝えようとするがさんざんな結果に…。

おたすけマニー ＃017
【シリーズ】おたすけ
マニー

配信中
吹替／＃17 ワンダーツール／ゲームだいすき／セールスマンのウィリーが置いていった
のは「ワンダーツール3000」。色々な仕事を一度にやることができるという優れ物だが、コ
ントロールが利かなくなり大騒動に！

おたすけマニー ＃018
【シリーズ】おたすけ
マニー

配信中
吹替／＃18 マニーおじさん／ねこの こもり／甥っこのチコの子守を頼まれたマニー。とこ
ろがチコはマニーのそばに居たくてしょうがない。修理の仕事ができず悩んだマニーは
「あるもの」を作ってチコを喜ばせる。

おたすけマニー ＃019
【シリーズ】おたすけ
マニー

配信中
吹替／＃19 にぎやかなきゅうじつ／疲れ気味のマニーを休ませようと、旅行に誘うおじい
ちゃん。留守番をいいつけられた道具たちだが、こっそり忍び込む。そこにロパートさんが
現れ「道具がいない」と大騒ぎ！

おたすけマニー ＃020
【シリーズ】おたすけ
マニー

配信中
吹替／＃20 めいたんていキルリ／モンキのラジオ／名探偵に憧れるキルリは、ポル
ティーヨさんの家で行方不明になった靴下を探そうと大張り切り。ペットのカルロスが怪し
いと睨んだキルリはあるアイディアで犯人を捜す！

おたすけマニー ＃021
【シリーズ】おたすけ
マニー

配信中
吹替／＃21 クラブに はいろう／かぜひきマニー／ポルティーヨさんの家に遊びに来てい
た3人の子どもたち。そのうち、一人だけ仲間はずれになっていた子を助けるため、道具
たちがあるアイディアを考え出して大活躍！

おたすけマニー ＃022
【シリーズ】おたすけ
マニー

配信中
吹替／＃22 グランパの はたけ／しょうぼうしょのしごと／最近元気のないおじいちゃん。
外出もせず、大好きな家庭菜園も荒れ果てていた。心配したマニーは道具たちと一緒に、
なんとか畑へ興味を持ってもらおうとするが…。

おたすけマニー ＃023
【シリーズ】おたすけ
マニー

配信中
吹替／＃23 ドライバーのヒーロー／トンのひらめき／ボーリング場の機械を修理し、注目
された道具たち。そのときネジを回して活躍したのはマイナーだが、テレビリポーターはプ
ラスンと勘違い。本当のヒーローは一体誰？
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おたすけマニー／しゅうりこうじょうを ま
もれ！

- 配信中
吹替／マニーの兄ルーベンの自動車の修理工場が取り壊されることになり、マニーは店
じまいの手伝いへ向かった。ところが、町の人は修理工場がなくなると困ると言うのだっ
た。

おたすけマニーと 7つのどうぐ - 配信中
吹替／昔の美しさを取り戻したシートロックヒルズ劇場で、ジニーおばさんは「白雪姫と七
つの道具たち」の上演を決める。その劇ではマニーの道具たちを起用することに。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃11
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃11 おうさまの きし／みえないゴールディ／おとぎの森に国王の騎士が三人
やって来た。騎士たちは安全のために細かい決まりを作る。／魔女のショウガちゃんとぶ
つかったゴールディ。魔法の粉をかぶって、体が透明に。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃12
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃12 トロールつかい／カエルのおうじさま／王様の騎士が、偉大なるトロール使
いを訪ねて来た。実は、ママ・ベアがトロール使いだった。／王様の騎士が、ゴールディが
憧れている王子が来るという知らせを持ってきた。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃13
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃13 ベアは おうさま／ノームのおでかけ／石に刺さっている剣を見つけて抜いた
途端、ベアはおとぎの森の王様になった。／ノームがパーティーに出かける間、ゴール
ディとベアが家事をしながら留守番することになる。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃14
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃14 まじょの ほうき／ふこうのネズミ ブライアン／ゴールディとベアは魔女の箒
を見つけ、持ち主が見つかるまで世話をすることになった。／パパ・ベアが時計を動かし
ている時に、ネズミのブライアンが急に飛び出して…。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃15
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃15 おとぎのもりの きょじん／スキッピー とってこい！／魔法の杖をベアがうっ
かり振り、豆の木が倒れ、巨人が雲の上の家に帰れなくなる。／おとぎの森に遊びに来た
ドラゴンの子どものスキッピーは取ってこいができるようになる。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃16
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃16 チャーミングな きゅうじつ／おひさまスイミングクラブ／忙しく退屈な生活が
嫌で、チャーミング王子が、おとぎの森に城から逃げてきた。／お日様スイミングクラブが
ショーをすることに。ハンプティは厳しく練習をさせるが…。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃17
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃17 ジャックとジルと はの ようせい／こぶたの おおげんか／ベアの乳歯が初め
て抜けた。抜けた歯を枕の下に入れて寝ると、歯の妖精が来てくれるという。／嵐でベア
の家のブランコが壊れた。ベアたちは三匹の子豚に修理を頼みに行く。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃18
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃18 さかさまのティーパーティー／ゴツゴツの き／ママ・ベアは、初めてティー
パーティーに参加するガチョウおばさんのためにケーキを焼く。／ゴールディとベアのお
気に入りのゴツゴツの木が切られると知り、二人は大反対。

おとぎのもりのゴールディとベア ＃19
【シリーズ】おとぎの
もりのゴールディ…

配信中
吹替／＃19 ようせいバチの ぼうけん／3にんは たいへん／シャクトリムシのヴァーンは
妖精バチになるため、急いで魔法の森に行かなければならない。／一緒に遊ぶうちにベ
アと赤ずきんは趣味が同じことがわかり、すっかり意気投合。

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃01
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃1 おたんじょうびに とどけて／マリーゴールド／おばあちゃんの誕生日カードを
描いたステイシー。でも、ポストに行く途中でママがカードを落としてしまう。オーソーは、
カードを見つけてポストに入れることができるかな？

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃02
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃2 おへやの かたづけ／とくせい あいじょうサラダ／サッカーの試合に行こうとし
たジェイク。だけど、部屋が散らかり放題で、サッカーシューズが片方見つからない。オー
ソーが手伝って、サッカーシューズ探しのはじまりだ！
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きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃03
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃3 ほんを さがして／たこを あげよう／恐竜の名前を調べるために図書館に行
きたいと思っているジョー。だけど、図書館が閉まるまでに行けそうもない。そこで、オー
ソーが図書館から本を借りて届けることに！

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃04
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃4 ひかれ！ かいちゅうでんとう／すなのおしろを つくろう／オリヴァーとテオが
庭のテントに泊まることに。だけど、用意していた懐中電灯は電池が切れて点かない。
オーソーたちは電池を探して懐中電灯を点けられるかな？

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃05
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃5 ふゆの ことり／きいろいスクールバス／庭の木に住む小鳥たちのために餌台
をつくりたいブリアナ。だけど、つくり方が分からない。そこで、オーソーが緊急出動。ブリ
アナとオーソーの餌台づくりがはじまった！

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃06
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃6 3つじゃ たりない／たのしい どうぶつえん／パーティで使う道具をおもちゃの
車でジュリアの家へ運んでいたポーリー。ところが途中で車のタイヤが1つ外れてしまっ
た。そこで、オーソーが緊急出動！

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃07
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃7 ピカピカのプレゼント／おもいでの たんじょうび／クインの誕生日に列車の本
をプレゼントしようと思っていたマイケル。本をプレゼント用に包みたいが、やり方が分か
らない。オーソーが手伝って「包み紙探し」からスタート！

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃08
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃8 メリーゴーラウンド／おちばはき／メリーゴーラウンドのチケットを風に飛ばさ
れてしまったキャシー。そこで、オーソーが緊急出動！キャシーをメリーゴーラウンドに乗
せることができるかな？

きんきゅうしゅつどう隊 OSO ＃09
【シリーズ】きんきゅ
うしゅつどう隊…

配信中
吹替／＃9 タコのパズル／スーツケースひとつで／パパが帰るまでにタコのジグソーパ
ズルを完成させたいジャック。だけど、やり方が分からない。そこで、オーソーが緊急出
動。まずは「ピースを分ける」ことからスタート！

ケイトとミンミン ＃25
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃25 ランプの精霊／ゼリージャンパーをつかまえろ／ミンミンは、ランプの精霊に
ドジなところを変えてほしいとお願いする。／メロンが熟れず困っていたゴブル。さらに見
たことのない生き物が庭の周りをうろうろしていた。

ケイトとミンミン ＃26
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃26 リーダーは誰？／ツタンバニー王のごほうび／レミングたちはリーダーがい
ないため、みんな好き放題に動き始める。／噴水から水が出なくなり、代わりにうさぎの形
の指輪が出てきた。ミンミンがはめると…。

ケイトとミンミン ＃27
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃27 ブーマーのお風呂／ミミルー超特急／5歳の女の子ケイトと大親友のウサギ
のぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくするよう
な冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃28
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃28 ジュラシック・レックス／タックと豆の木／5歳の女の子ケイトと大親友のウサ
ギのぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくする
ような冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃29
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃29 卵ブーマー／楽しい馬車レース！／5歳の女の子ケイトと大親友のウサギの
ぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくするような
冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃30
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃30 ミンミンのすてきなイースター／リリーのバレエ発表会／5歳の女の子ケイト
と大親友のウサギのぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げ
るわくわくするような冒険と心温まる友情、そして絆の物語。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

ケイトとミンミン ＃31
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃31 ブーマーの毛布／ガオガオぐまの髪の毛／5歳の女の子ケイトと大親友の
ウサギのぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわく
するような冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃32
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃32 ミミルー・パーティーハウス／フワフワの頭の中／5歳の女の子ケイトと大親
友のウサギのぬいぐるみのミンミン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわく
わくするような冒険と心温まる友情、そして絆の物語。

ケイトとミンミン ＃33
【シリーズ】ケイトとミ
ンミン

配信中
吹替／＃33 オズのミンミン／5歳の女の子ケイトと大親友のウサギのぬいぐるみのミンミ
ン。二人がファンタジーの世界ミミルーで繰り広げるわくわくするような冒険と心温まる友
情、そして絆の物語。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃08

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃8 イジーの パズル／ネバーランドうんどうかい／パズル好きのイジーが大切に
しているパズル箱。フック船長はその箱を宝箱と勘違いし、イジーから盗み出す。／難破
船の浜辺でジェイクたちは「ネバーランド運動会」を開く。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃09

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃9 たのしいじてんしゃ／サッカーボールと のっぽやま／フック船長は一日歩き
回って宝物を探した。その帰りにジェイクたちの自転車を見つける。／ジェイクたちがサッ
カーボールで遊んでいると、フック船長がボールを取って行く。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃10

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃10 フィッシャーせんちょうの たからもの／カビーの きんのさかな／カビーが紙
の入ったビンを釣り上げた。紙には有名な海賊フィッシャー船長の絵がかいてあった。／
カビーはジャンプなどの芸ができる金魚のギリーをペットに飼っていた。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃11

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃11 うみでサーフィン／タツノオトシゴを にがせ！／イジーたちは人魚の入江
で、人魚のマリーナからサーフィンを教わっていたが…。／タツノオトシゴの浅瀬でジェイ
クたちはタツノオトシゴたちを見ていたが…。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃12

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃12 きんの たまご／かいぞくの フットボール／浜辺で見つけた金の卵は今にも
かえりそう。ジェイクたちは卵のママとパパを探すことにした。／ジェイクたちがフットボー
ルをやっていると、そこへフック船長がやって来た。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃13

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃13 かいぞくの ピクニック／ドクロいわの かぎ／ジェイクたちは大きなチョウチョ
が住むチョウチョの崖へピクニックに行くことにした。／カッコいい箱が流れ着く。中には
ピーター・パンからの手紙と骸骨の鍵が入っていた。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃14

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃14 めずらしい はな／ヒトデを とりかえせ／地図の部屋にあったコンパスのチャ
イムが鳴った。「眠り花」の開花をピーター・パンが知らせてくれたのだ。／人魚のマリー
ナはサンディと言う歌を歌うヒトデを飼っていた。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃15

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃15 いたずらアシカ／エメラルドの ココナツ／パーティーの準備をしていたジェイ
クたちの目の前で、浮輪やシャベルが消えてしまった。／ジェイクたちはエメラルドのココ
ナツを見に行った。だがそこにはフック船長が。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃16

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃16 きんいろにひかる たからもの／ワニを わらわせろ！／ジェイクたちは森の
中で光を見つけた。ネバーランドホタルだ。／ピーター・パンから海賊スライダーの地図が
届いた。ジェイクたちはさっそく海賊スライダーに行こうとする。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち
＃17

【シリーズ】ジェイク
とネバーランドの…

配信中
吹替／＃17 ぞうのプレゼント／ジェイクの かいぞくダンス／浜辺に大きな木の象が置い
てあり、「ジェイクたちにプレゼント」と書かれていた。／ジェイクたちはピーター・パンにも
らった太鼓のリズムで「海賊ダンス」を踊っていた。
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【2019年10月】
配信本数：約220本
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ジェイクのネバーランドかいぞくがっこう
＃01

【ショート】ジェイクの
ネバーランド…

配信中
吹替／＃1 そらを とぼう／今日は空を飛ぶ勉強だ。ジェイクたちと一緒に妖精の粉を
使って空を飛ぶのだ。滝の上を飛んで、ドクロ岩の周りを回って、フック船長に盗まれたプ
レゼントを取り返そう！

ジェイクのネバーランドかいぞくがっこう
＃02

【ショート】ジェイクの
ネバーランド…

配信中
吹替／＃2 チクタクワニ／今日はチクタクワニを避ける勉強だ。起こさないようにそっと
通ったり、遊びで追い払ったりすればいい。フック船長はワニをくすぐったり叩いたりして、
追いかけ回された。

ジェイクのネバーランドかいぞくがっこう
＃03

【ショート】ジェイクの
ネバーランド…

配信中
吹替／＃3 おおきい むし／今日は大きいチョウチョの背中に乗る勉強だ。ジェイクたちは
大きい虫を追い払ってチョウチョを見つけ、丁寧に頼んで背中に乗せてもらい、空を飛ん
だ。

しゅつどう！パジャマスク ＃33
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

配信中
吹替／＃33 パジャロボ／あたらしいパワー／パジャマスクたちは可愛いミニロボットと出
会う。すぐに3人に懐いてきたがそれはロミオの発明品だった。／パジャロボはパジャマス
クを手伝おうと張り切るが、失敗ばかり。

しゅつどう！パジャマスク ＃34
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

配信中
吹替／＃34 わらうトカゲ／ロミオの へんそう／コナーたちは学校でパレード用の車を作
るが「お菓子の列車」が消えたことに気づく。／パジャロボの顔に落書きをされ、怒ったグ
レッグは仕返しを考えるが、アマヤは止める。

しゅつどう！パジャマスク ＃35
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

配信中
吹替／＃35 まんげつのよる つきにむかって！／まんげつのよる クリスタルのしろ／中
秋の満月、ルナ・ガールが現れ、満月の力でルナ・マグネットがパワーアップしたと言う。
／コナーとアマヤが捕まったことを知ったグレッグは、クリスタルの城へと向かう。

しゅつどう！パジャマスク ＃36
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

配信中
吹替／＃36 ロボットのネコ／ゲッコー すいちゅうの たつじん／ロミオが、人間を動物に
変えることができる恐ろしい機械を発明する。／水中から長い腕が伸びてきて物が盗ま
れる。グレッグが追いかけると、犯人はロミオとロボットだった。

しゅつどう！パジャマスク ＃37
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

配信中
吹替／＃37 パワーとパワーの たたかい／つきを まもれ！／パジャマスクたちは、新し
いパワーで夜の町に現れたロミオを撃退する。／ルナ・ガールが基地に現れ、月を救い
たいと言う。コナーたちは、ルナ・ガールと共に月へ向かう。

しゅつどう！パジャマスク ＃38
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

配信中
吹替／＃38 なぞのやまの たからもの／とらわれのパジャロボ／謎の山には、ニンジャ
のパワーが三倍になると言う指輪がある。／ナイトニンジャはパジャロボを捕らえ、返して
ほしければニンジャビリティの指輪を取って来いと言う。

しゅつどう！パジャマスク ＃39
【シリーズ】しゅつど
う！パジャマスク

配信中
吹替／＃39 オオカミが きた！／オオカミサウルス／学校の壁に落書きがあり、書店は荒
らされ公園には大きな穴が。犯人は新しい敵、オオカミ団だった。／博物館から骨が盗ま
れた。犯人は、骨集め競争をしていたオオカミ団だ。

せいぶのねこキャリー ＃13
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

配信中
吹替／＃13 よるの おひさま／むしが くる！／キャリーとペック、トビーは山の上でキャン
プをしていた。キャリーが寝た後…。／郵便配達のコーディーが、ベリーを食べる虫が町
の方に向かっているのを見つけ…。

せいぶのねこキャリー ＃14
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

配信中
吹替／＃14 いたずらなカンガルーネズミ／うしとカウボーイ／キャリーたちはティオと一
緒に、砂漠の峡谷に平原ピクルスを取りに行った。その時…。／トビーとペックは、キャ
リーとスティンキーと一緒に牛追いをすることになった。

せいぶのねこキャリー ＃15
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

配信中
吹替／＃15 ごうとうだぞ！／おおきな きょうだいげんか／村で保安官の大会がある。優
勝した保安官には金の星トロフィーが贈られるのだ。／ダスティとダーティー・ダンは西部
一仲良しの兄弟だ。でもあることで意見が分かれ…。
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せいぶのねこキャリー ＃16
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

配信中
吹替／＃16 スパーキーのライバル／たいほするぞ／「鉄の馬」と呼ばれる最新式の機関
車が町にやって来た。／キャリーがコーディーの郵便配達を代わることになった。張り
切ってみんなに決まりを守らせようとするが…。

せいぶのねこキャリー ＃17
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

配信中
吹替／＃17 とべるよ／なかよし きょうだい／ひょんなことからペックとトビーはクレメンタ
インに羽が生えてきたと勘違いし…。／今日はベッドレース。ダンとダスティの兄弟は優
勝しようと張り切っていたが…。

せいぶのねこキャリー ＃18
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

配信中
吹替／＃18 やまに いこう／こころの ことば／流れ星に願い事をするため、トビーたちは
星がよく見える願いの山の頂上に行くことに。／詩のロデオ大会が開かれることになっ
た。だがペックはどうしても詩が作れず…。

せいぶのねこキャリー ＃19
【シリーズ】せいぶの
ねこキャリー

配信中
吹替／＃19 おそろしいへいげん／あぶない きんこう／お尻を火傷したペコス・パグのた
めに、ペックたちが代わりに荷物を運ぶことに。／バンはダーティー・ダンから、「危ない金
鉱に金は無い」とダスティに伝えるよう頼まれる。

ドックはおもちゃドクター ＃25
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃25 げんきのないスタッフィー／みんなのヒーロー／パパと公園に遊びにきたドッ
クとおもちゃ達。ボール蹴りをして遊んでいたが…。／ドニーの人形、ヒーローマンの様子
がおかしい。脚に痛みがあるらしいのだが…。

ドックはおもちゃドクター ＃26
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃26 まいごのピップ／アルマのウサギ／ポッサムのぬいぐるみペニーは背中の
マジックテープに子ども達のピップ、フリップ、トリップをのせている。そのテープが…。／ア
ルマの家でガレージセールが行われる。

ドックはおもちゃドクター ＃27
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃27 おもちゃびょういんを はこぼう！／リトル・ジャックの ちょうせん／ドックは公
園でマディのネズミのおもちゃを診断することになったが…。／バディの誕生日パー
ティーでお手玉の出し物を披露することになったリトル・ジャックは…。

ドックはおもちゃドクター ＃28
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃28 ちからもちのヒーローマン／がっこうに いきたい！／困っているおもちゃを助
けてくれる頼もしいヒーローマン。だが悪い王様と戦っている時、腕が…。／ラミーが待ち
に待った『学校におもちゃを連れて行く日』が来た。

ドックはおもちゃドクター ＃29
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃29 ドックがいない おもちゃびょういん／ブロンティの まがったシッポ／ドック留
守中にロボットのレイが病院へやってくる。／ドックとおもちゃ達は楽器を持ち寄ってバン
ドを作る。尻尾で太鼓を叩き、意外な才能を示すブロンティだったが…。

ドックはおもちゃドクター ＃30
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃30 とべなくなった ようせいのフリーダ／ふたりのドラゴン／妖精のおもちゃ、フ
リーダが木にぶつかって羽に穴が開いてしまった。／ドニーはドラゴンロボットでスタッ
フィーと遊ぼうとしたが、ボタンを押すと飛び出す羽が…。

ドックはおもちゃドクター ＃31
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃31 ピンクいろのチリー／サッカーのてんさいジョニー／雪の中でおもちゃ達と遊
んだドック。濡れた服をパパに洗ってもらうが…。／ジョニーはサッカーゲームのスター選
手。しかし、ドニーとパパの試合中に動けなくなる。

ドックはおもちゃドクター ＃32
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃32 すてきなクリスマスにしよう！／クリスマスの前夜、ドックへのプレゼントを準
備していたハリーは、リビングですすり泣く妖精トバイアスを発見する。妖精トバイアスは
プレゼントを運んでいたのだが…。

ドックはおもちゃドクター ＃33
【シリーズ】ドックは
おもちゃドクター

配信中
吹替／＃33 フラダンス・パーティー／からてカンガルー／世界中を旅しているおばあちゃ
んが、ハワイからプレゼントを送ってくれた。／ヘンリーが「空手カンガルー」というゲーム
を持ってきた。カンガルー2体を戦わせるものだ。
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ハイ・ホー7D ＃20
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

配信中
吹替／＃20 7匹のカエル／2匹になったキャンキャン／ある日突然、ジョリーウッドの全員
がカエルになってしまう！7Dが魔法を解く魔女を捜しに行く。／サーカスで曲芸をするノミ
の一家が野良犬マットの体毛にくっついて…！？

ハイ・ホー7D ＃21
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

配信中
吹替／＃21 女王様の冒険／拾ったもん勝ち／魔法の鏡の言葉には必ず従う女王。そこ
でヒルディは鏡の精のフリをして女王に嘘をつく。／ある夜、ジゼルとピーチズは匂いに
釣られ、森でトロールのプリンを食べてしまう。

ハイ・ホー7D ＃22
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

配信中
吹替／＃22 おとぼけの手品／キンコン・ベルと豆の木／手品の練習でクマに変えられた
ねぼすけ。クマに追いかけられた7Dは、そのままお城へ。／壊れたキンコン・ベルを直す
ため雲の上に行く7D。そこで巨人に捕まってしまう。

ハイ・ホー7D ＃23
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

配信中
吹替／＃23 踊ろう7Dダンス／時計が壊れて大混乱／たまたま、おこりんぼの仕草から
生まれた7Dダンスが、ジョリーウッド中で大流行。／いつも深夜0時3分きっかりに訪ねてく
る、おばあ様を待っていた女王だったが…。

ハイ・ホー7D ＃24
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

配信中
吹替／＃24 賢者の岩を探せ！／ヒルディ＆グリムがジョリーウッド山を噴火させ、女王を
脅迫する。事態を収拾することを命じられた7Dは、7つの宝石を集めて”賢者の岩”を作る
よう巻物から指示される。

ハイ・ホー7D ＃25
【シリーズ】ハイ・
ホー7D

配信中
吹替／＃25 ブタが飛ぶとき／ナイトになるぞ／ジョリーウッドのグルメ祭りに翼の生えた
ブタの一団が現れ、食べ物を食い尽くして去る。／勇ましナイトに夢中の女王。てれすけ
は彼を越えるため、ナイトの養成学校へ入学。

ビッグ・ブロック シングソング ＃65
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

配信中
英語音声版／＃65 Amazing／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリジ
ナルソングを歌います。英語でお楽しみください。

ビッグ・ブロック シングソング ＃66
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

配信中
英語音声版／＃66 Cat／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリジナル
ソングを歌います。英語でお楽しみください。

ビッグ・ブロック シングソング ＃67
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

配信中
英語音声版／＃67 Loud／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリジナル
ソングを歌います。英語でお楽しみください。

ビッグ・ブロック シングソング ＃68
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

配信中
英語音声版／＃68 Vikings／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリジナ
ルソングを歌います。英語でお楽しみください。

ビッグ・ブロック シングソング ＃69
【英語】ビッグ・ブロッ
ク シングソング

配信中
英語音声版／＃69 Shapes／個性ゆたかなビッグ・ブロックたちが、毎回たのしいオリジナ
ルソングを歌います。英語でお楽しみください。

プーさんといっしょ ＃16
【シリーズ】プーさん
といっしょ

配信中
吹替／＃16 ダービーのしっぽ／ティガーの はいたつサービス／ダービーはみんなの
シッポがうらやましくなり、自分もシッポが欲しいと思う。／ラビットが野菜を仲間に届ける
ことを知り、ティガーは配達を手伝う。

プーさんといっしょ ＃17
【シリーズ】プーさん
といっしょ

配信中
吹替／＃17 バスターのおふろ／おつきさまパーティー／バスターが水たまりで泥だらけ
になるが、バスターはお風呂が大嫌い。／今夜はランピーにとって初めてのおつきさま
パーティー。おつきさまを見ながらピクニックをするのだ。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

プーさんといっしょ ＃18
【シリーズ】プーさん
といっしょ

配信中
吹替／＃18 クリストファー・ロビンはカエル！？／いえからピグレットをだそう／クリスト
ファー・ロビンは宝箱に宝物をしまい見張りをカエルのフロッギーに頼んで探検にでかけ
る。／大岩がピグレットの家のドアを塞ぎピグレットは外に出られない。

プーさんといっしょ ＃19
【シリーズ】プーさん
といっしょ

配信中
吹替／＃19 大きくなったダービー／イナズマがこわいピグレット／ラビットが野菜を成長
させる薬を発明。だがダービーにその薬がかかってしまい…。／ピグレットは日頃のお礼
をしようとピクニックの準備をしてスーパー探偵団を呼ぶ。

プーさんといっしょ ＃20
【シリーズ】プーさん
といっしょ

配信中
吹替／＃20 にじのハチミツをさがそう／むらさきをさがそう／虹を見たプーは、「虹の終
わりに最高に美味しい虹のハチミツがある」という話を思い出す。／ランピーのおじさんの
誕生パーティー。ランピーはおじさんの為に巣箱を作る。

プーさんといっしょ ＃21
【シリーズ】プーさん
といっしょ

配信中
吹替／＃21 ヤマアラシへのてがみ／ピグレットのスイカじけん／ヤマアラシの元にペン
パルから手紙が来る。会いに来るとの内容にヤマアラシは大喜びするが…。／ピグレット
の家がスイカであふれかえっている。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃42

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃42 うちゅうの たからもの／ジェット・レトログレード だいかつやく！／マイルズと
リオとマークは、ゴミ捨て場の惑星クランクルへ宝探しにでかける。／マイルズたちが、七
本目のジェット・レトログレードの映画を作り、動画をアップロードする。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃43

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃43 ブロップスバーグの だいていでん／ロボットを とりもどせ！／今日はブロ
ジャー一家が住む、惑星ブロップスバーグのベトベト独立記念日。／マイルズ、ロレッタ、
ブロジャー、ミランドスは、宇宙探検家として交通局の正式な任務につく。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃44

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃44 ノリノリの ぼうけん／ルマロを まもれ！／ロックシンガーのブーツジェット・グ
ルーブスターは最近、いい曲が書けないと言う。／宇宙の泥棒ギャドフライが、トゥモロー
ランド研究所から新型のレーザードリルを盗む。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃45

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃45 ぬすまれたギャラクテック・グローブ／フロストかんたいを おいかけろ／今日
は、銀河学校の日。マイルズやロレッタ、ブロジャーは、張り切って登校する。／マイルズ
とロレッタは、スリートがグローブを手に入れたことが、気になって仕方がない。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃46

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃46 ブルームーンの かわくだり／すすめ！ジェマたいちょう／マイルズ、ロレッ
タ、ハルーナ、ブロジャーの4人は、惑星ヴァードラにやって来た。／マイルズたちとジェマ
女王の息子ライガンは、珍しい鳥の写真を撮りに行くことになる。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃47

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃47 きょうりゅうの なぞ／トゥモローランド交通局の村がある衛星ベルトフに、小
惑星が接近。このままでは衝突して衛星が破壊されてしまうため、フィービーたちは局長
から、衛星を救う任務を受ける。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃48

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃48 きょうりゅう どろぼう／ねるじかんまで あと9ふん／一家は以前、恐竜たちを
避難させた惑星を訪れ、ライト・ストリームという乗り物で恐竜たちに乗って楽しむ。／
フィービーたちがテソスケープへ買い物に。マイルズは…。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃49

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃49 あらしのうみの ぼうけん／ロレッタのブレスレックス／銀河学校の宿題で、マ
イルズとロレッタはインタビューをすることになった。／今日は惑星キロへ遠足に行く日。
しかし、足をくじいたロレッタは参加できず、とても残念がる。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃50

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃50 ゲームをつくろう／やんちゃな あかちゃん／マイルズとロレッタは、自分たち
でゲームを作ってみようと、ゲームマスターを訪ねる。／自称“宇宙一の悪党”ギャドフラ
イは、カリスト一家のソリダイザーを盗もうとする。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

ミッキーマウス クラブハウス ＃029
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃29 ことりのおうちをつくろう／赤い小鳥のためにおうちを作るグーフィーをミッ
キーたちも手伝うことに。棒とトランプを使って作ってみたが、ピートの息で吹き飛ばされ
てしまう。無事に完成できるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃030
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃30 あかちゃんグーフィー／ヴォン・ドレイク教授が発明したタイムマシンにグー
フィーが乗ると、故障のせいで赤ちゃんに！マシンを直す間、ミッキーたちが赤ちゃんグー
フィーのお世話をすると…。

ミッキーマウス クラブハウス ＃031
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃31 グーフィーのトレーニング／メダルをもらうため、障害物競走に出ることに
なったグーフィー。一人で練習をしてみたけれど、上手に障害物を越えられない！そこで
ミッキーたちが練習を手伝う。

ミッキーマウス クラブハウス ＃032
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃32 ミニーのピクニック／ミニーが「みんなで新しいピクニック場に行こう！」と提
案。必要な物をそろえて、出かけようとするけれど荷物がたくさんあって運べない！ピク
ニックに無事に行けるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃033
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃33 ミッキーのコンサート／ミッキーパークでポルカダンス祭りが開かれる。ゾウ
のダンスの音楽を演奏するミッキーたちは、練習を始めると、次々と楽器が故障！みんな
は無事に演奏の練習ができるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃034
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃34 めいたんていミニー／マフィンを12個焼いてきたミニー。でも、いつのまにか7
個なくなってしまっていた！そこでミニーは「名探偵ミニー」に変身し、マフィンを食べた謎
の犯人を捜しに行く。

ミッキーマウス クラブハウス ＃035
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃35 グーフィーのぼうし／今日はクラブハウス写真会の日。グーフィーが一人遅
れてやってくると、頭にいつもの帽子がない！帽子をなくしたと落ち込むグーフィーのため
に、みんなで探しに出かける。

ミッキーマウス クラブハウス ＃036
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃36 ドナルドへのおくりもの／クラブハウスのみんなにそれぞれ贈り物が届くが、
ドナルドにだけ何も届かずガックリ。落ち込むドナルドを元気づけるため、みんなでそれぞ
れ特別な贈り物をしようと計画。

ミッキーマウス クラブハウス ＃037
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃37 デイジーのペット／今日はペットたちを集めてペット・パレードが行われる日。
ペットを飼っていないデイジーのため、ミッキーたちはペットを探そうと奔走！無事に見つ
かるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃038
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃38 クララベルのクラブハウスゆうえんち／ニワトリたちのエサが足りないとクララ
ベルが相談にやってきた。ミッキーはクラブハウスに遊園地を作って、みんなからエサの
コーンを集めよう！と提案する。

ミッキーマウス クラブハウス／ふしぎの
くにのミッキー

- 配信中
吹替／今日はデイジーのお誕生日。ドナルドがデイジーへのプレゼントのカッコー時計を
持ってクラブハウスにやって来ます。ところが時計の中から鳥が逃げ出してしまい…。

動物園通り64番地 ＃100
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃100 さいごのブルルベリーのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子ルー
シー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友だち
のところに連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃101
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃101 ゴシゴシの日のおはなし／動物園通り64番地に住む女の子ルーシー。夜
ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友だちのところ
に連れて行ってくれます。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

動物園通り64番地 ＃102
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃102 ドリスのはなのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子ルーシー。夜
ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友だちのところ
に連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃103
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃103 ヤギのガーティーのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子ルーシー。
夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友だちのとこ
ろに連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃104
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃104 タルーラのサプライズ・プレゼントのおはなし／動物園通り64番地に住む女
の子ルーシー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園
のお友だちのところに連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃98
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃98 レジナルドのイメージチェンジのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子
ルーシー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友
だちのところに連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃99
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃99 かがみのいずみにすむろうぎょのおはなし／動物園通り64番地に住む女の
子ルーシー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお
友だちのところに連れて行ってくれます。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃42

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃42 うちゅうの たからもの／ジェット・レトログレード だいかつやく！／マイルズと
リオとマークは、ゴミ捨て場の惑星クランクルへ宝探しにでかける。／マイルズたちが、七
本目のジェット・レトログレードの映画を作り、動画をアップロードする。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃43

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃43 ブロップスバーグの だいていでん／ロボットを とりもどせ！／今日はブロ
ジャー一家が住む、惑星ブロップスバーグのベトベト独立記念日。／マイルズ、ロレッタ、
ブロジャー、ミランドスは、宇宙探検家として交通局の正式な任務につく。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃44

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃44 ノリノリの ぼうけん／ルマロを まもれ！／ロックシンガーのブーツジェット・グ
ルーブスターは最近、いい曲が書けないと言う。／宇宙の泥棒ギャドフライが、トゥモロー
ランド研究所から新型のレーザードリルを盗む。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃45

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃45 ぬすまれたギャラクテック・グローブ／フロストかんたいを おいかけろ／今日
は、銀河学校の日。マイルズやロレッタ、ブロジャーは、張り切って登校する。／マイルズ
とロレッタは、スリートがグローブを手に入れたことが、気になって仕方がない。

マイルズのトゥモローランドだいさくせん
＃46

【シリーズ】マイルズ
のトゥモローラン…

配信中
吹替／＃46 ブルームーンの かわくだり／すすめ！ジェマたいちょう／マイルズ、ロレッ
タ、ハルーナ、ブロジャーの4人は、惑星ヴァードラにやって来た。／マイルズたちとジェマ
女王の息子ライガンは、珍しい鳥の写真を撮りに行くことになる。

ミッキーマウス クラブハウス ＃024
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃24 ねむれるもりのミニー／摘み取った者は100年の眠りにつく、といわれる眠り
のバラを誤って摘んだミニー。深い眠りに入ったミニーを目覚めさせるため、賢く勇敢な
ミッキー達が知恵を絞る。

ミッキーマウス クラブハウス ＃025
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃25 しゃっくりをとめよう／クララベルショーで大好きな歌を披露することになった
ミッキーマウスクラブハウス合唱団の仲間たち。ところがドナルドが突然しゃっくりをし始
め、みんなにうつってしまう。

ミッキーマウス クラブハウス ＃026
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃26 グーフィーのこどもどうぶつえん／子供動物園の一日園長を務めることに
なったグーフィー。ところが居眠りをしている間に動物達が逃げてしまい、大ピンチ！



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

ミッキーマウス クラブハウス ＃027
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃27 グーフィーのダンス／ダンスパーティー当日。クララベルから「オシャレをして
かっこよく踊ってほしい」と頼まれたグーフィーは、準備ができず大あわて！そこでミッ
キーたちは準備を手伝う。

ミッキーマウス クラブハウス ＃028
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃28 ハンディヘルパーをなおそう／クラブハウスで夕食会！でも、いつもごちそう
を作ってくれるハンディヘルパーが壊れて動かなくなってしまった！ミッキーたちは夕食会
までにハンディヘルパーを直せるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃029
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃29 ことりのおうちをつくろう／赤い小鳥のためにおうちを作るグーフィーをミッ
キーたちも手伝うことに。棒とトランプを使って作ってみたが、ピートの息で吹き飛ばされ
てしまう。無事に完成できるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃030
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃30 あかちゃんグーフィー／ヴォン・ドレイク教授が発明したタイムマシンにグー
フィーが乗ると、故障のせいで赤ちゃんに！マシンを直す間、ミッキーたちが赤ちゃんグー
フィーのお世話をすると…。

ミッキーマウス クラブハウス ＃031
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃31 グーフィーのトレーニング／メダルをもらうため、障害物競走に出ることに
なったグーフィー。一人で練習をしてみたけれど、上手に障害物を越えられない！そこで
ミッキーたちが練習を手伝う。

ミッキーマウス クラブハウス ＃032
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃32 ミニーのピクニック／ミニーが「みんなで新しいピクニック場に行こう！」と提
案。必要な物をそろえて、出かけようとするけれど荷物がたくさんあって運べない！ピク
ニックに無事に行けるかな？

ミッキーマウス クラブハウス ＃033
【シリーズ】ミッキー
マウス クラブハ…

配信中
吹替／＃33 ミッキーのコンサート／ミッキーパークでポルカダンス祭りが開かれる。ゾウ
のダンスの音楽を演奏するミッキーたちは、練習を始めると、次々と楽器が故障！みんな
は無事に演奏の練習ができるかな？

ミッキーマウス クラブハウス／ふしぎの
くにのミッキー

- 配信中
吹替／今日はデイジーのお誕生日。ドナルドがデイジーへのプレゼントのカッコー時計を
持ってクラブハウスにやって来ます。ところが時計の中から鳥が逃げ出してしまい…。

動物園通り64番地 ＃100
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃100 さいごのブルルベリーのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子ルー
シー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友だち
のところに連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃95
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃95 ジャングルぶとうかいのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子ルー
シー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友だち
のところに連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃96
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃96 アランのスクーターのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子ルーシー。
夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友だちのとこ
ろに連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃97
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃97 バオバオのながいおわかれのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子
ルーシー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友
だちのところに連れて行ってくれます。

動物園通り64番地 ＃98
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃98 レジナルドのイメージチェンジのおはなし／動物園通り64番地に住む女の子
ルーシー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお友
だちのところに連れて行ってくれます。
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【2019年10月】
配信本数：約220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 シリーズ名
配信
開始

内容

ディズニージュニア オンデマンド
◆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/DISNEYJR01）よりご確認ください。

動物園通り64番地 ＃99
【シリーズ】動物園
通り64番地

配信中
吹替／＃99 かがみのいずみにすむろうぎょのおはなし／動物園通り64番地に住む女の
子ルーシー。夜ベッドに入るとキリンのジョージーナがやってきて、ルーシーを動物園のお
友だちのところに連れて行ってくれます。


