
2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約180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

【映画】インビジブル・シスター - 10月1日～
吹替／科学の実験に失敗して姉を透明人間にしてしまった妹。ピンチを乗り切るべく
姉妹が大奮闘を繰り広げる。ディズニー・チャンネル スターズ共演によるハートフル・
コメディ。

アバローのプリンセス エレナ ＃47
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

10月1日～
吹替／＃47 人間の王子／国王同士が親睦をはかる王家の休日がやってくる。エレナ
は人魚の国王を招待しようとするが、怪我をした国王に代わりマルゼル王子が参加す
ることになる。

アバローのプリンセス エレナ ＃48
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

10月1日～
吹替／＃48 マテオの引っ越し／マテオは城の宮廷魔術師の部屋に引っ越しをするこ
とになり、マテオは大喜び。ところが引っ越しの日、マテオを心配する母ラファも、一緒
に城についてきてしまう。

アバローのプリンセス エレナ ＃49
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

10月1日～
吹替／＃49 魔法がなくても／エレナは光の杖を直してもらうためキタ・モスを訪ねる
が、杖を預けると魔法の力が使えなくなるので不安だ。そこでキタ・モスは仕方なくクリ
スタルのタンボリートを与える。

オースティン ＆ アリー ＃49
【コメディ】オースティン
＆アリー

10月1日～
吹替／＃49 新しい親友／マイアミに帰ってきたアリーたち。自分がいなかった間にア
リーがキラと仲良くなっていたことを知り、トリッシュはジェラシーを感じる。しかもマ
ネージャーとしても…。

オースティン ＆ アリー ＃50
【コメディ】オースティン
＆アリー

10月1日～
吹替／＃50 クリスマスの贈り物／クリスマスにビーチクラブで、キッズ・クラブのため
のパーティーを開くオースティン。子どもたちには「オースティン・ムーン人形」をプレゼ
ントする予定だ。だが…。

オースティン ＆ アリー ＃51
【コメディ】オースティン
＆アリー

10月1日～
吹替／＃51 負けず嫌いアリー／グリークラブの部長を務めているアリー。トリッシュも
部員のひとりだ。テノールの男子生徒がケガをしたため代理が必要になり、そこで
オースティンが仲間に加わることに。

ジョナス ＃18 【コメディ】ジョナス 10月1日～
吹替／＃18 忘れられたバースデー／今日はステラの誕生日。ところが、ケビンたち
は著名な音楽評論家のインタビューのことで頭がいっぱい。何らかのサプライズを期
待していたステラは見事に裏切られてしまう。

ジョナス ＃19 【コメディ】ジョナス 10月1日～
吹替／＃19 消防署ハウスの呪われた夜／その昔消防署だったというケビンたちの現
在の家。実は消防士の霊が住み着いているらしい。ゴースト追跡装置なるものを購入
したケビンが、ゴーストハンターとして大活躍！？

ジョナス ＃20 【コメディ】ジョナス 10月1日～
吹替／＃20 ダブルデートで大喧嘩！／ジョーのためにヴァンダイクからのデートの誘
いを断ったステラ。ところがデリカシーのかけらもないジョーに振り回され、遂に怒りが
爆発！激しいバトルが展開することに！

スティッチ！＃34 【アニメ】スティッチ！ 10月1日～
＃34 ふくらみ過ぎた小さなウソ／サエちゃんがプレゼントしてくれた手作りのストラップ
を壊してしまったユウナ。それを正直に言えずにいるうちに、鳥に盗まれたのだと周り
に勝手に誤解されてしまう。

スティッチ！＃35 【アニメ】スティッチ！ 10月1日～
＃35 草食系スティッチに変身！／森の妖怪「マブイトッカエ」の眠りを邪魔して怒らせ
てしまったタロウとスティッチは、術をかけられ、魂が入れ替わってしまった。

スティッチ！＃36 【アニメ】スティッチ！ 10月1日～
＃36 スティッチのクリスマスプレゼント／クリスマスの準備で盛り上がっているイザヨイ
島に、願い事を叶えてくれる有り難い？エイリアン、ウィッシーワッシーがやってきた。

ダックテイルズ ショーツ ＃12
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

10月1日～
吹替／＃12 デューイのトークしまショー 仲良し／トーク番組「デューイのトークしま
ショー」のネット配信用映像を撮影中のデューイ。初回のゲスト、ウェビーに、デューイ
が考えた作り話をさせようとするが…。

ディズニー・チャンネル 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/DISNEYCH01）よりご確認ください。
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ダックテイルズ ショーツ ＃13
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

10月1日～
吹替／＃13 デューイのトークしまショー インタビュー／トーク番組「デューイのトークし
まショー」のネット配信用映像を撮影中のデューイ。予定のゲスト、スクルージに断ら
れ、彼の石造の顔が付いた首無しの馬マニーを呼ぶが…。

ダックテイルズ ショーツ ＃14
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

10月1日～
吹替／＃14 デューイのトークしまショー ぶつかっちゃう？？／トーク番組「デューイの
トークしまショー」のネット配信用映像を撮影中のデューイ。人気コーナー「ぶつかっ
ちゃう？」で、ランチパッドのプロペラボートを検証するが…。

ダックテイルズ ショーツ ＃15
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

10月1日～
吹替／＃15 デューイのトークしまショー 寝る時間／トーク番組「デューイのトークしま
ショー」のネット配信用映像を撮影中のデューイ。「いいね！」を貰うため思い切ったこ
とをしようとするが、ヒューイとルーイに邪魔される。

ちいさなプリンセス ソフィア ＃018
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

10月1日～
吹替／＃18 すてきなティーパーティー／王立アカデミー恒例のティーパーティーをソ
フィアが主催することになった。フローラから自分らしいパーティーを開いてと言われ、
こじんまりしたものを考えたが…。

ちいさなプリンセス ソフィア ＃019
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

10月1日～
吹替／＃19 ちょうちょのプリンセス／王立アカデミーでハロウィーンパーティーが開か
れる。その中でコスチューム・コンテストもあるのだが、今年はコスチュームを手作りし
なければいけないというルールに。

ちいさなプリンセス ソフィア ＃020
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

10月1日～
吹替／＃20 ソフィアの だいぼうけん／ソフィアたちが移動遊園地に出かけようとして
いると、城にティリーおばさんが遊びに来た。ティリーにいつもお手伝いを頼まれるの
が嫌なアンバーとジェームズは…。

ディズニー・コメディ・タイム ＃17
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

10月1日～
吹替／＃17 ミッキーのハワイ旅行／場所はワイキキ、ミッキーのウクレレに合わせて
ミニーとドナルドはフラダンス。グーフィーはサーフィンに挑戦するが、波にはもてあそ
ばれ、ボードも持て余し気味で…。

ディズニー・コメディ・タイム ＃18
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

10月1日～
吹替／＃18 リスのいたずら合戦／チップとデールは大きな足跡を追ってドナルドのト
レイラーハウスに辿り着く。ドナルドを起こし、いたずらをする。怒ったドナルドは車で
攻撃するが、逆に飛ばされて…。

ディズニー・コメディ・タイム ＃19
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

10月1日～
吹替／＃19 グーフィーの水泳教室／グーフィーと共に泳ぎ方を習う。ビーチでの過ご
し方やダイビングについても紹介。いつものように四苦八苦のグーフィー、最後は高度
な技術を必要とする飛び込みに挑戦。

ドックはおもちゃドクター ＃34
【ジュニア】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
【ジュニア】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
【ジュニア】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。

ハーレーはド真ん中 ＃47
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

10月1日～
吹替／＃47 犯人はだれ？／トムの店に泥棒が入った。防犯カメラも確認されるが不
具合で何も写っていなかった、とトムは言う。ハーレーと兄弟は自分たちで犯人を探そ
うと、動機のある者たちを調べる。

ハーレーはド真ん中 ＃48
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

10月1日～
吹替／＃48 お気に入りはあたし！／パパとママが留守の間おばあちゃんが泊まりに
来ることに。ハーレーは安全対策を計画。一方ジョージーとダフネは、おばあちゃんの
一番のお気に入りはハーレーだと気付く。
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ハーレーはド真ん中 ＃49
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

10月1日～
吹替／＃49 ディアス家の春休み！／春休み中、トムが大きな仕事を逃したとこぼす。
客の船を届ける契約だったが船長が現れなかったのだ。ハーレーはトムの操縦で船
を届け、ついでに家族旅行に行くことを提案。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃20
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

10月1日～
吹替／＃20 しつこい しゃっくり／ボブおじさん／バンピリーナはしゃっくりが止まらな
い。出る度に体が宙に浮いてしまうため、学校のみんなに見られたら一大事だ。／ボ
ブおじさんが初めてペンシルベニアにやってくる。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃21
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

10月1日～
吹替／＃21 バンパイアの きば／はじめての おちゃかい／牙が抜け動揺するバンピ
リーナ。自分にも人間の歯が生えるのではないかと心配になる。／ナンパイアの提案
でお茶会を開くことに。バンピリーナは完ぺきにしようと張り切る。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃22
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

10月1日～
吹替／＃22 だいすきな ふるさと／トランシルバニアで開催されるコンテストにバンピ
リーナたちのバンドが出場することに。会場でスクリーム・ガールズと再会し喜んでい
るとパットというモンスターが現れる。

ビッグシティ・グリーン ＃25
【アニメ】ビッグシティ・
グリーン

10月1日～
吹替／＃25 バレンタイン・ダンス・パーティー／警官、グリーン／バレンタインのダン
ス・パーティー。クリケットは友人たちと男だけで楽しもうと約束するが…。／捨てられ
たバナナの皮で滑って転んだクリケット。キーズ巡査と犯人を捜す。

ビッグシティ・グリーン ＃26
【アニメ】ビッグシティ・
グリーン

10月1日～
吹替／＃26 虫歯／お泊まり会／歯の痛むクリケットは歯医者へ。虫歯を抜くことにな
り、何とか逃げようとするが…。／ティリーと親友のアンドロメダは友情を深めようとお
泊り会を開き、ある実験をする。

ビッグシティ・グリーン ＃27
【アニメ】ビッグシティ・
グリーン

10月1日～
吹替／＃27 トレーラー騒動／豪邸で大興奮／昔の暴走族仲間がママナイトでナン
シーのトレーラーハウスを持ち去ってしまう。／バカンス中のレミーからペットの世話を
頼まれたクリケット。家族まで豪邸に入れてしまう。

フィニアスとファーブ ＃074
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

10月1日～
吹替／＃74 無気力なフィニアスとファーブ／ノームの夢／一向に発明をしないフィニ
アス達。2人はドゥーフェンシュマーツ博士の“つまらないヤツになる光線”を浴びてい
たのだ。／ノームの望みは人間になることだ。ある日…。

フィニアスとファーブ ＃075
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

10月1日～
吹替／＃75 ママ、後ろを向いて／ドライブ旅行／ママがヘッドホンをしながら花を植え
ていた。その後ろで弟達が発明品を造っているのを見たキャンディスは…。／フリン一
家はドライブ旅行の帰り道。そこで…。

フィニアスとファーブ ＃076
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

10月1日～
吹替／＃76 スキドリー・ウィファーズの女王／ツール・ド・ファーブ／スキドリー・ウィ
ファーズは昔から大人気のゲームで、キャンディスはフィニアス達に12連勝中。／自
転車レースが好きではないバルジート。それには家系に関係する理由が。

マイロ・マーフィーの法則 ＃38
【アニメ】マイロ・マー
フィーの法則

10月1日～
吹替／＃38 2人が出会った日／爆発デスマッチ・ディベート大会／メリッサとマイロの
出会いは小学校初日。マイロは親友になりたいと言うが…。／中学校対抗のディベー
ト大会。負傷した選手の代理でザックとマイロが出場することに。

マイロ・マーフィーの法則 ＃39
【アニメ】マイロ・マー
フィーの法則

10月1日～
吹替／＃39 居残りは最高／公園の大掃除／美術の授業で臨時教師がやってくる
が、彼は次々と生徒に居残りを命じる。／ピクニック大会の会場になった公園が荒れ
放題。メリッサとアマンダは分担して掃除することに。

マイロ・マーフィーの法則 ＃40
【アニメ】マイロ・マー
フィーの法則

10月1日～
吹替／＃40 脱出／宇宙に行ったマイロ／マイロたちはエレベーターに閉じ込められ
るが、各自の特技を使って脱出しようとする。／マイロがまた誘拐される。エイリアン
艦長は惑星を救うためにマイロが必要だと言う。

マイロ・マーフィーの法則 ＃41
【アニメ】マイロ・マー
フィーの法則

10月1日～
吹替／＃41 宇宙のマイナスの確率イオン／「マーフィーの法則」の通り、常識では考
えられないピンチを招く運命を持った少年マイロ。しかし、驚きのポジティブ思考と逆転
の発想が最大のピンチを最高の冒険に変える！
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ミッキーマウス クラブハウス ＃064
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

10月1日～
吹替／＃64 グーフィーのねがいごと／願いごとをするグーフィー。空を飛び、速く走る
力持ちのスーパー・ヒーローになりたいみたい！3つの力を得て、スーパー・グー
フィーになれるようミッキーたちは…。

ミッキーマウス クラブハウス ＃065
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

10月1日～
吹替／＃65 ミッキーのびっくりプレゼント／みんなのためにびっくりプレゼントを用意し
たミッキー。楽しいパズルを5つ解くと、プレゼントがもらえる仕掛けになっている。みん
なは喜んでパズルを解いていくと…。

ミッキーマウス クラブハウス ＃066
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

10月1日～
吹替／＃66 グーフィーのロボット／今日はオモチャ作りの日！グーフィーはミッキー
たちに手伝ってもらい、大きなロボットを組み立てる。出来上がったのはグーフィーに
そっくりな、その名も「グーフボット」！

ミッキーマウス！＃12
【アニメ】ミッキーマウ
ス！

10月1日～
吹替／＃12 ドッグショー／大事なドッグショーのために練習していたミッキーとプルー
ト。しかしグーフィーのせいでプルートがケガをしてしまい、その代役としてグーフィー
がショーに出ることに。

ミッキーマウス！＃13
【アニメ】ミッキーマウ
ス！

10月1日～
吹替／＃13 ゴンドラ漕ぎの恋／レストランで働くミニーに一目惚れしたゴンドラ漕ぎ
ミッキー。必死にアプローチするが、ことごとく失敗に終わり、レストランは閉店。落ち
込んでゴンドラに戻ると…。

ミッキーマウス！＃14
【アニメ】ミッキーマウ
ス！

10月1日～
吹替／＃14 起きて！グーフィー／最近、夢遊病で困っているというグーフィーを、ミッ
キーが一晩見張ってあげることに。歩きまわるくらい大した事ないと甘く見ていたミッ
キーだったが、夜中になると…。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃32
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

10月1日～
吹替／＃32 ガールズ・レーサー・クラブ／しごとはほどほどに／伝説のレーサー、ピッ
パが街へ戻ってくるが、最近不調でレースに勝てていないという。／マクスノーターは
一家でビーチに行っているが、仕事ばかりでリラックスできない。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃33
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

10月1日～
吹替／＃33 グーフィー・ドッグ／さよならクッコーロカ／グーフィーはパリの新しいカ
フェにグーフィー・ドッグを持参するが、盗まれてしまう。／パリでイトコと再会したクッ
コーロカは、一緒にいたいのでパリに残ることに。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃34
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

10月1日～
吹替／＃34 スーパーチャージ！／スーパーチャージ：モンスタートラックをとめろ／
ヴォン・ドレイク教授の発明でスーパーチャージしたレースカーで、ミッキーがレースに
登場。／どんなものでも強くなる、ストロング・ビームがピートの車に当たり…。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃54
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

10月1日～
吹替／＃54 ビジネス・トレーニング／ペイジとウィローが手作りしたシリアルが、ジョイ
スという女性に転売されてしまう。二人はジョイスに勝つためのビジネス・トレーニング
をアメリアから受けることに。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃55
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

10月1日～
吹替／＃55 正しいのは私！／バーニーとゼインがマジックを始めたが二人とも下手
すぎる。才能がないと言ったほうがいいと考えるフランキーに対し、ペイジは励まし続
ければ上達するのではないかと言う。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃56
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

10月1日～
吹替／＃56 いとこはライバル／何でも出来る優等生のいとこ、アーニーがやって来
た。バーニーはアーニーにいい所を見せようと、フランキーの力を借りて超人気ネット
動画クリエイターのふりをする。

ラプンツェル ザ・シリーズ ＃33
【アニメ】ラプンツェル
ザ・シリーズ

10月1日～
吹替／＃33 フックフットの物語／フックフットが人魚のセラフィーナに恋をする。ラプン
ツェルとユージーンの手伝いでデートした二人は意気投合するが、海のゴブリンたち
がセラフィーナを捕まえに来る。

ラプンツェル ザ・シリーズ ＃34
【アニメ】ラプンツェル
ザ・シリーズ

10月1日～
吹替／＃34 幸せとは…／ラプンツェルが見つけた不思議な像は、その像を持った途
端自分が望むものを目の前にし、幸せな気分になれる。誰もが皆、その魔力に夢中に
なり、像の取り合いを始める。
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ラプンツェル ザ・シリーズ ＃35
【アニメ】ラプンツェル
ザ・シリーズ

10月1日～
吹替／＃35 マックスとユージーン 大海原の危機／島に流れ着いて六週間。ラプン
ツェルたちはフェリーで本土を目指すが、途中でユージーンとマックスが海に落ちてし
まう。すぐ帆船に乗り込むも、それは囚人の護送船だった。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃16
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

10月1日～
吹替／＃16 スター自転車に乗る／迷い犬／マルコはスターに自転車の練習を勧め
る。最初はマルコがサドルを押さえて漕ぐ練習だ。／スターが誤ってステッキを投げて
しまう。そのステッキを見た目の変わった犬が拾う。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃17
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

10月1日～
吹替／＃17 スター対警察／2本のステッキ／ある日スターがブリトーに砂糖をかけて
食べていると、マルコがそれはおかしいと指摘。／腹ぺこのルードたちがネズミの
バーにやってきた。粥を注文するが、出てきたのは泥。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃18
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

10月1日～
吹替／＃18 あこがれの人／地球のキャンプ／スターがドーナツショップの裏で、余り
ものをもらおうとしていると、ある女性が現れる。／ディアス家とキャンプに来たス
ター。マルコと、間欠泉「若き日の泉」を見に行く。

怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃12
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

10月1日～
吹替／＃12 サマーウィーンの恐怖／夏のハロウィーン、サマーウィーンの日。ハロ
ウィーンでは毎年、双子の利点を生かした仮装で人気のメイベルとディッパーは、今
回もお菓子をもらう気満々だったが…。

怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃13
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

10月1日～
吹替／＃13 メイベルがボス／人使いの荒いスタン。お客さんのことも金の成る木とし
か思っていなかった。メイベルは「ありがとう」くらい言えばいいのにと意見するが、スタ
ンは無視。そこで…。

怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃14
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

10月1日～
吹替／＃14 底なし穴の中で／ミステリーハウスの敷地内にある「底なし穴」に不用品
を捨てるスタンたち。ところがスタン、ディッパー、メイベル、スースの4人は、強風のせ
いでその穴に落ちてしまう。

【映画】ピート・ザ・チキン -僕は超人気セレ
ブ！

- 配信中
吹替／親友プールに高校のマスコットであるチキンの役を代わってほしいと頼まれた
ピートは、自分が代役だと周りに明かさなければ引き受けると条件を出す。

アバローのプリンセス エレナ ＃40
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

配信中
吹替／＃40 燃える恋／アバローとコルドバをつなぐ橋がついに開通。開通式の賑や
かな音楽で、火山に住む岩のモンスター ロカドーが目を覚まし、騒音に腹を立て火山
が噴火しそうになる。

アバローのプリンセス エレナ ＃41
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

配信中
吹替／＃41 人魚の歌声 パート1／ヌエバ・ビスタへ向かう途中、エレナは人魚を助け
てあげる。宮殿ではエレナたちを迎えてお祭りが行われようとしていたが、シュリキを
追っているエレナは不安だった。

アバローのプリンセス エレナ ＃42
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

配信中
吹替／＃42 人魚の歌声 パート2／シュリキに攻撃されたエレナは運河の底に沈んで
しまう。マリーサはエレナを助けると人魚の宮殿に連れて行く。一方、シュリキはエレ
ナの家族を捕らえ塔に閉じ込めてしまう。

アバローのプリンセス エレナ ＃43
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

配信中
吹替／＃43 変化の波／人魚の国と友好条約を結ぼうと考えたエレナは、人魚の国王
に話をするため、魔法の海草ミラグラをまとい、海に潜っていく。国王は快諾するが、
人魚の将軍は反対し…。

アバローのプリンセス エレナ ＃44
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

配信中
吹替／＃44 帰ってきたエル・キャピタン／今日は死者の日。フランシスコは、船の事
故で亡くした二人の親友を偲んでいた。エレナは、フランシスコが昔、悪者から国を守
るため秘密チームを組んでいたという話を聞く。

アバローのプリンセス エレナ ＃45
【アニメ】アバローのプ
リンセス エレナ

配信中
吹替／＃45 消えたズーゾ／アバローの古い灯台をめぐってエレナとナオミは言い
争ってしまう。そんな時、精霊の世界でズーゾの行方がわからなくなり、エレナは助け
るため再び精霊の世界へ向かう。
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オースティン ＆ アリー ＃43
【コメディ】オースティン
＆アリー

配信中
吹替／＃43 アリー、コーチになる／「アメリカズ・トップ・タレント」というオーディション
番組に出演することになったオースティン＆アリー。コーチとして出場者を指導するの
だが、出場者3人のうち…。

オースティン ＆ アリー ＃44
【コメディ】オースティン
＆アリー

配信中
吹替／＃44 内緒にしてたこと／トリッシュとデズの発案で、オースティン＆アリーのド
キュメンタリー映画を撮ることになる。これまでの思い出のシーンを、様々な映画のス
タイルで再現しようというのだ。

オースティン ＆ アリー ＃45
【コメディ】オースティン
＆アリー

配信中
吹替／＃45 旅立ちのとき／オースティンは全米ツアーを回ることになり、アリー、ト
リッシュ、デズも同行する予定だ。トリッシュはアリーのマネージャーとしても仕事をし
なければと思ったが…。

オースティン ＆ アリー ＃46
【コメディ】オースティン
＆アリー

配信中
吹替／＃46 再会の時／1人だけオースティンのツアーに同行できなかったアリー。同
じくアリーに会えなくて寂しいオースティンに誘われ、アリーは週末だけツアー先の
ポートランドを訪ねることに。

オースティン ＆ アリー ＃47
【コメディ】オースティン
＆アリー

配信中
吹替／＃47 オースティンのいない世界／ツアー中のチーム・オースティン。オース
ティンが朝食を買いに出かけている間、残った3人は、もし彼と出会わなかったら自分
たちの人生はどうなっていたかを夢想する。

オースティン ＆ アリー ＃48
【コメディ】オースティン
＆アリー

配信中
吹替／＃48 博物館で大慌て／ワシントンDCでツアーの最終公演を終えたオースティ
ン。一同は、帰る前にスミソニアン博物館を見学することに。ところがオースティンが展
示してあった銀の靴を…。

ジェイクとネバーランドのかいぞくたち／か
えってきたピーター・パン

- 配信中
吹替／冒険の旅に出ていたピーター・パンが帰って来た！ジェイクたちは大喜びだ
が、ピーター・パンはいなくなった影を探しに来たのだと言う。そこでジェイクたちも手
伝うことに。

ジョナス ＃12 【コメディ】ジョナス 配信中
吹替／＃12 ゴシップにご用心！／ジョーにホラー映画女優フィオナ・スカイとの熱愛
スキャンダルが発生。一切身に覚えのない話にジョーは困惑、実はそれは新作映画
の宣伝のためのフィオナのガセネタだった。

ジョナス ＃13 【コメディ】ジョナス 配信中
吹替／＃13 ジョーの居残り大作戦！／火災報知器に髪の毛を引っかけたアビーを助
けようとして報知器を鳴らしてしまったジョーだったが、罰を受けたのはアビー。ジョー
は自分も罰を受けるためイタズラをする。

ジョナス ＃14 【コメディ】ジョナス 配信中
吹替／＃14 思い出のスカンジナビア／スカンジナビアのツアーで出会ったアーニャが
交換留学生としてやって来る。再び恋心を燃やすケビンとアーニャだが、変わり者の
二人は何をしても周りから笑われてしまう。

ジョナス ＃15 【コメディ】ジョナス 配信中
吹替／＃15 美女たちの壮絶バトル／ジョナスに美女コンテストで審査員をする仕事
が舞い込んだ。キレイな女の子たちに会えると3人はウキウキ。当然面白くないステラ
だったが、結局コンテストに出ることに！

ジョナス ＃16 【コメディ】ジョナス 配信中
吹替／＃16 友情記念日でサプライス！／15年前のステラと初めて出会った日を友情
記念日として特別に思っているジョー。メイシーと相談して、ステラのためにサプライズ
のカラオケパーティーを開くことにする。

ジョナス ＃17 【コメディ】ジョナス 配信中
吹替／＃17 ワクワク？ヒヤヒヤ！お留守番！／両親にリゾート休暇をプレゼントした
ケビンたち。さっそくドンチャン騒ぎを始めるが、事態を怪しむパパと息子たちが恋しく
なったママが休暇を返上して帰ってくることに！？

スティッチ！＃28 【アニメ】スティッチ！ 配信中
＃28 かわいい…けどクサい！ ステンチー／プリークリーの両親がペットのミスター・ス
テンチーを連れてイザヨイ島にやって来た。ステンチーはかわいいけれど、目覚めて
24時間後に強烈な悪臭を放つ試作品だった。

スティッチ！＃29 【アニメ】スティッチ！ 配信中
＃29 ハロウィーンはスティッチvs.バンパイア／ユウナは魔女、スティッチは吸血鬼の
仮装をして大はしゃぎ。町へ出かけた二人は、スティッチと同じ吸血鬼の衣装を着た
少年に出会う。
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スティッチ！＃30 【アニメ】スティッチ！ 配信中
＃30 オシャレ転校生、サエちゃん／イザヨイ島に転校生がやってきた！名前はサエ
ちゃん。オシャレでかわいい彼女に、コージたち男子はメロメロ。スティッチも友達にな
ろうと大張りきり。

スティッチ！＃31 【アニメ】スティッチ！ 配信中
＃31 幽霊船を引き上げろ！！／ある日、ちたまの石の力を狙う海賊、ロック一味がイ
ザヨイ島に上陸。ロック一味はちたまの石の力を利用して海底深くに沈んでいる伝説
の海賊の船を引き上げたいのだという。

スティッチ！＃32 【アニメ】スティッチ！ 配信中
＃32 エイリアン・パワーでお姫さま！／ピーコの夢は、お姫様になって皆にチヤホヤ
されること。その夢がついに叶う。頭に乗せると皆に王様のように扱われる試作品が
ピーコの頭の上に乗ってしまったのだ。

スティッチ！＃33 【アニメ】スティッチ！ 配信中
＃33 ライバルがくっついた！／どうにかスティッチを倒したいハムスターヴィールが、
今回は何と一度に5体のエイリアンを送りこんできた。

ダックテイルズ ショーツ ＃06
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

配信中
吹替／＃6 ダックバーグへようこそ！ ランチパッド／クルマにぶつけたお詫びの手紙
を書いているランチパッド。実は飛行機で道路に不時着したため何台ものクルマにぶ
つけており…。

ダックテイルズ ショーツ ＃07
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

配信中
吹替／＃7 ハラハラ！トラップ パート1／古代フェニキア人の仕掛けの間に落ちるウェ
ビー。続いてデューイも落ちてきて、二人で抜け出す方法を探っていると、うっかり仕
掛けを作動させてしまう。

ダックテイルズ ショーツ ＃08
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

配信中
吹替／＃8 ハラハラ！トラップ パート2／古代フェニキア人の仕掛けの間に落ちたウェ
ビーとデューイ。ゆっくりと仕掛けの壁が迫ってくる中、今度はルーイが落ちてくる。さ
らに、壁からトゲが出てきて3人は大慌て。

ダックテイルズ ショーツ ＃09
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

配信中
吹替／＃9 ハラハラ！トラップ パート3／古代フェニキア人の仕掛けの間に落ちるウェ
ビー、デューイ、ルーイ。トゲの出た仕掛けの壁が迫る中、ランチパッドに助けを求め
るが、結局ランチパッドも落ちてしまう。

ダックテイルズ ショーツ ＃10
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

配信中
吹替／＃10 ハラハラ！トラップ パート4／古代フェニキア人の仕掛けの間に落ちた
ウェビー、デューイ、ルーイ、ランチパッドの助けを呼ぶ声で、ヒューイがやってくる。冒
険少年ガイドブックで解決方法を探るが…。

ダックテイルズ ショーツ ＃11
【アニメ】ダックテイル
ズ ショーツ

配信中
吹替／＃11 ハラハラ！トラップ パート5／ウェビー、デューイ、ルーイ、ランチパッド、
ヒューイと、順番に5人が古代フェニキア人の仕掛けの間に落ちてしまう。ヘビをロープ
代わりにして何とか脱出するが…。

ちいさなプリンセス ソフィア ＃012
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

配信中
吹替／＃12 まほうの じゅうたん／映画「アラジン」のジャスミンが登場！ソフィアたち
はザンダーに招待されタングー王国へ。ザンダーは空飛ぶ魔法の絨毯でタングー山
へ行き、盛大なパーティーをするという。

ちいさなプリンセス ソフィア ＃013
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

配信中
吹替／＃13 クローバーをさがして／ソフィアは色々な勉強や練習で忙しく、最近はク
ローバーと遊ぶこともできない。ソフィアが自分を必要としていないと思い、がっくりとう
なだれるクローバーの前に…。

ちいさなプリンセス ソフィア ＃014
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

配信中
吹替／＃14 きえたペンダント／今日の夜は舞踏会。ソフィアはアンバーのネックレス
をつけるために、少しの間アバローのペンダントを外した。ところがその一瞬でアバ
ローのペンダントが消えてしまった！

ちいさなプリンセス ソフィア ＃015
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

配信中
吹替／＃15 もりのハイキング／前から入っていたガールスカウト、キンポウゲ団のメ
ンバーと一緒に森にハイキングに行くことになったソフィア。心配なローランドは、ベイ
リーウィックを同行させることに。

ちいさなプリンセス ソフィア ＃016
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

配信中
吹替／＃16 まほうのガーデニング／王立アカデミーで放課後に行われるガーデニン
グクラブに残ったソフィアたち。フローラは「今日は魔法のガーデニングを行う」と言
い、特別ゲストの先生、ネトルを紹介した。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約180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・チャンネル 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/DISNEYCH01）よりご確認ください。

ちいさなプリンセス ソフィア ＃017
【ジュニア】ちいさなプ
リンセスソフィア

配信中
吹替／＃17 エンチャンシアのうた／映画「美女と野獣」のベルが登場！明日の収穫
祭で「エンチャンシアの歌」を歌う女の子にソフィアが選ばれた。だが歌の練習を始め
ると、突然カエルのような声が出てしまう。

ディズニー・コメディ・タイム ＃09
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

配信中
吹替／＃9 グーフィーのスキー教室／グーフィーと共にスキーのやり方を学ぶが、
グーフィーはどれも失敗ばかり。そして最後にジャンプで華麗に飛ぶが、飛び込んだ
先がベッドで、結局そのまま眠ってしまう。

ディズニー・コメディ・タイム ＃10
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

配信中
吹替／＃10 プルートのありがた迷惑／ミニーは手編みのセーターを嫌がるプルート
に無理やり着せ、強制的に外へ遊びに行かせる。何とかセーターから脱出しようとす
るプルートは四苦八苦。最後は池に落ち…。

ディズニー・コメディ・タイム ＃11
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

配信中
吹替／＃11 ミッキーのダンスパーティー／デートの約束を忘れて家で眠り呆けていた
ミッキーは、ミニーに電話で起こされて大慌て。あたふたと支度をして出掛けるがアク
シデントの連続でボロボロになってしまう。

ディズニー・コメディ・タイム ＃12
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

配信中
吹替／＃12 ミッキーの捕鯨船／ミッキー、ドナルド、グーフィーの3人は捕鯨船でクジ
ラを待っていた。やっと現れたクジラはなんと超大型サイズ。捕えたと思ったら船はバ
ラバラになってしまい…。

ディズニー・コメディ・タイム ＃13
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

配信中
吹替／＃13 ドナルドのお料理／料理好きのドナルドはラジオの料理番組を聞きなが
らワッフルを焼こうとする。だがベーキングパウダーと間違ってゴム糊を入れてしまう。
かき混ぜればかき混ぜるほど…。

ディズニー・コメディ・タイム ＃14
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

配信中
吹替／＃14 グーフィーの野球教室／グーフィーと共に野球の歴史とやり方を学ぶ
が、グーフィーはちっともうまくできない。そして一番の盛り上がりを見せるワールドシ
リーズ。グーフィーの活躍はいかに…。

ディズニー・コメディ・タイム ＃15
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

配信中
吹替／＃15 プルートとモグラ／プルートが昼寝をしているとジリスが花壇をめちゃく
ちゃに。追いかけっこが始まるがプルートは断然不利。争いは家の中、そして外に。プ
ルートはさんざんな目にあい…。

ディズニー・コメディ・タイム ＃16
【アニメ】ディズニー・コ
メディ・タイム

配信中
吹替／＃16 ミッキーの大探検／プルートを連れ、ブーメラン片手にジャングルを散歩
するミッキー。プルートはブーメランをもてあまし、ミッキーはエミュの卵を発見。だがエ
ミュを怒らせて追い回される。

ドックはおもちゃドクター ＃28
【ジュニア】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
【ジュニア】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
【ジュニア】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
【ジュニア】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
【ジュニア】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
【ジュニア】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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ハーレーはド真ん中 ＃41
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

配信中
吹替／＃41 レイチェルの秘密／パリの大学に進学したいと言い入学資格を取ったレ
イチェルだが、責任感がないからと両親は許可しない。ハーレーは今までの約束を全
部果たして認めてもらおうと提案する。

ハーレーはド真ん中 ＃42
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

配信中
吹替／＃42 新しいキャプテン！／レイチェルがパリに旅立ち、落ち込むディアス家。
代わりに2番目のジョージーが兄弟のまとめ役を期待されるがうまくいかず、ハーレー
が兄弟の相談に乗るも、的外れになる。

ハーレーはド真ん中 ＃43
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

配信中
吹替／＃43 ハーレーとエリーのワクワクキャンプ！／ハーレーは今年迎えるキンセ
アネーラのことで頭がいっぱい。寄宿学校から帰って来た親友のエリーと子供キャン
プを計画し、その参加費でパーティー資金を稼ごうとする。

ハーレーはド真ん中 ＃44
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

配信中
吹替／＃44 イライラにたえろ！／エイダンは学校でもハーレーの邪魔ばかり。そんな
時、母スージーが苦手なベサニーに対して全て同意することで対処している所を見
て、エイダンにもその方法を試すことに。

ハーレーはド真ん中 ＃45
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

配信中
吹替／＃45 お別れしましょう／ジョージーとワイアットが家の中でグダグダ過ごすこと
にイラついたハーレーは、外でのデートを提案。ジョージーはアドバイス通り出掛ける
が、結果は最悪で別れを決意する。

ハーレーはド真ん中 ＃46
【コメディ】ハーレーは
ド真ん中

配信中
吹替／＃46 最強の双子！／サイエンス・コンテストが近づき希望に燃えるハーレー
は、ドルコ先生に気に入られるため、ルーイとビーストに手伝ってもらい先生の雑用を
するお手伝いロボを完成させる。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃14
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

配信中
吹替／＃14 だいすきな おばあちゃん／なかよしフェスティバル／トランシルバニアか
ら、バンピリーナのおばあちゃん、ナンパイアが遊びに来る。／バンピリーナは、ポ
ピーとブリジットを招いて“仲良しフェスティバル”を開くことにする。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃15
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

配信中
吹替／＃15 モンスターのバレンタインデー／かわりの せんせい／バンピリーナはバ
レンタインのカードを作って登校するが、魔法仕掛けのカードが混ざっていた。／故郷
で代理の先生の経験があるオクサーナが、ゴア先生の代理をすることに。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃16
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

配信中
吹替／＃16 こわがりなバンパイア／ほこりウサギ／ホーントリー家の住むペンシルベ
ニアの街が生誕250年を迎え、誕生祭が開催される。／オクサーナに促され、バンピ
リーナたちも100年に1度の家の掃除をすることに。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃17
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

配信中
吹替／＃17 バレエの はっぴょうかい／たからさがし／バレエの発表会でバンピリー
ナは黒鳥役になるがバンパイアの力を使わずに踊るとうまくいかない。／バンピリー
ナたちが見つけた古い地図の中からトップセイル船長が現れる。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃18
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

配信中
吹替／＃18 マミーの ひ／ゾンビとダンス／マミーの日、オクサーナのB＆Bにミイラが
三つ子を連れて泊まりに来る。／バンピリーナがダンスのパーティーを開く日に、疲れ
たゾンビが現れ、B＆Bに泊まりたいと言う。

バンピリーナとバンパイアかぞく ＃19
【ジュニア】バンピリー
ナとバンパイア…

配信中
吹替／＃19 ボリスの くうちゅうショー／レモネードやさん／ボリスの元に、トランシル
バニアで空中ショーをしていた時の仲間から招待状が届く。／エドナの庭のレモンをも
らい、バンピリーナとポピーがレモネードのお店を出すことに。

ビッグシティ・グリーン ＃22
【アニメ】ビッグシティ・
グリーン

配信中
吹替／＃22 特別なごちそう／本当の勝者／ビルは農作物の収穫を祝って恒例の特
別ディナーを作ろうとする。／ビルはバーチャンを運動させようとコミュニティーセン
ターへ行くがバーチャンはエクササイズを拒否する。

ビッグシティ・グリーン ＃23
【アニメ】ビッグシティ・
グリーン

配信中
吹替／＃23 父ちゃんの秘密／ヘビ騒動／夜こっそりと家を出ていくビルを見て怪しん
だクリケットとティリーは、跡をつける。／計画的なレミーに、成り行きの方が楽しいと
いうクリケットは、ヘビを衝動買いする。

ビッグシティ・グリーン ＃24
【アニメ】ビッグシティ・
グリーン

配信中
吹替／＃24 人形のヘンリー君／人間観察／特技を披露するイベントで、ティリーは人
形のヘンリー君と一緒に腹話術を披露する予定だ。／グリーン一家が街で人間観察
をしているとナンシーがゲームをしようと提案する。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約180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・チャンネル 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/DISNEYCH01）よりご確認ください。

フィニアスとファーブ ＃068
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

配信中
吹替／＃68 ダンヴィル・ハーバーのサメ伝説／月の牧場／ダンヴィル・ハーバー・
デー・フェスティバルで安っぽいサメを見たフィニアスたちは、立派な金属のサメを造
る。／フィニアスが月へ行くと言う。何やら確認しに行くらしい。

フィニアスとファーブ ＃069
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

配信中
吹替／＃69 祝！フィニアスの誕生日／今日はフィニアスの誕生日。朝起きるとファー
ブはいなかったが、手がかりを頼りに進むようメモが残されていたため、フィニアスは
材木店やスラッシーバーガーを回ることに。

フィニアスとファーブ ＃070
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

配信中
吹替／＃70 カンペキな予言／間違われたカモノハシ／フィニアスたちはママを喜ば
せるには何をすればいいのか聞くため、スーパーコンピューターを造る。／サンドイッ
チ好きなカモノハシがひょんなことからフィニアスの家へ。

フィニアスとファーブ ＃071
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

配信中
吹替／＃71 ケータイで瞬間移動／パパと空飛ぶじゅうたん／キャンディスは携帯電
話を4カ月で4個もなくしたため今度無くしたらもう買ってもらえない。ところが…。／フィ
ニアス達はパパのために本物の空飛ぶじゅうたんを造る。

フィニアスとファーブ ＃072
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

配信中
吹替／＃72 最悪なヘアの1日／ダンヴィル・ミートローフ・フェスティバル／絶滅危惧
動物のためのパーティー直前、キャンディスはヘアスタイリングに大失敗。そこで…。
／フィニアス達が造ったふわふわハウス。それを見たキャンディスは…。

フィニアスとファーブ ＃073
【アニメ】フィニアスと
ファーブ

配信中
吹替／＃73 3つの州の石器時代／イザベラ王女を救え／まだ言葉も発達していな
かった時代、原始人のフィニアスたちは洞穴で生活していた。／1542年の中国。ドゥー
ファス・ハーンの手下によりイザベラが誘拐されてしまう。

マイロ・マーフィーの法則 ＃37
【アニメ】マイロ・マー
フィーの法則

配信中
吹替／＃37 安全第一／解き放たれたモンスター／安全に固執するエリオットがトラウ
マを抱えていたことが発覚する。／マイロたちはデイ・キャンプへ。宇宙船に残った
キャベンディッシュはモンスターの檻を開けてしまう。

マペット・ベビー ＃20
【ジュニア】マペット・ベ
ビー

配信中
吹替／＃20 ぼくらのワンちゃん／わらえない おはなし／子犬を飼いたいマペットたち
は、リゾを子犬代わりにしてお世話ができるか試すことに。／フォジーは面白ジョーク
の本を元にみんなを笑わせていたが、本を無くしてしまう。

ミッキーマウス クラブハウス ＃057
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

配信中
吹替／＃57 なかよしチーム／今日は仲良しの日。みんなでパーティーを開くことに。
でも、ミニーとデイジーがパーティー用に作ったみんなの帽子が、誰かに盗まれてし
まった！謎の事件の真相はいかに？

ミッキーマウス クラブハウス ＃058
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

配信中
吹替／＃58 グーフィーのココナッツパーティー／今日はグーフィーのお友だち、サル
のココからココナッツパーティーのお誘いが。でも、困ったことに肝心のココナッツが見
当たらない！みんなでジャングルを探しに行くが。

ミッキーマウス クラブハウス ＃059
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

配信中
吹替／＃59 きゅうじょけんプルート／大きな雪だるまを作ったグーフィーとドナルド。で
も、大きく作りすぎたために道がふさがれ、山を下りられなくなってしまった！そこで救
助犬プルートが2人を助けに行く！

ミッキーマウス クラブハウス ＃060
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

配信中
吹替／＃60 クララベルのクラブハウス・ミュージカル／今日はクララベルがミュージカ
ルを開く予定だが、練習のしすぎでニワトリたちの声が出なくなってしまった！そこで
急遽、ミッキーたちがミュージカルに出ることに。

ミッキーマウス クラブハウス ＃061
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

配信中
吹替／＃61 かせいからのメッセージ／天体観測をしようとしたヴォン・ドレイク教授が
火星からのメッセージを発見！それが火星ミッキーからのSOSだと知ったミッキーたち
は、火星ミッキーを助けに旅立つ。

ミッキーマウス クラブハウス ＃062
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

配信中
吹替／＃62 ドナルドのアヒル／クラブハウスにアヒルたちがやってきた！寒い季節が
苦手なアヒルたちは温かい湖に行きたいけれど場所がわからない。そこでミッキーた
ちは湖まで連れて行こうとするが。

ミッキーマウス クラブハウス ＃063
【ジュニア】ミッキーマ
ウス クラブハ…

配信中
吹替／＃63 ミニーとまいごのミツバチ／ミニーのお友だち、ミツバチのブンブンはお花
の上にいたが、強い風に吹き飛ばされ、迷子になってしまった。そこでミッキーとミニー
はお花のところまで送ってあげることに。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約180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・チャンネル 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/DISNEYCH01）よりご確認ください。

ミッキーマウス！＃09
【アニメ】ミッキーマウ
ス！

配信中
吹替／＃9 ギョッ！／魚のガブルズに芸を教えるミッキー。そして、大きくなったガブル
ズのために新しい金魚鉢を注文しようと電話をかけるが、そのスキにガブルズがネコ
に食べられてしまった！

ミッキーマウス！＃10
【アニメ】ミッキーマウ
ス！

配信中
吹替／＃10 パンダをねらえ！／北京の動物園で、動物たちの写真を撮って回るミッ
キー。そしてパンダを見つけ、早速カメラを向けるが、なかなかいいシャッターチャンス
がやってこない。そこで…。

ミッキーマウス！＃11
【アニメ】ミッキーマウ
ス！

配信中
吹替／＃11 二人きりのデート／二人っきりのデートを楽しもうとするミッキーとミニー。
しかし、そこにグーフィーの邪魔が入る。そして、暴走したグーフィーは料理と一緒にミ
ニーまで食べてしまい…。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃25
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

配信中
吹替／＃25 おいしいレース／クッコーララ／スピードと料理の腕を競うレースがパリ
で行われ、チームに分かれてゴールを目指す。／ミニーとデイジーは、クッコーララに
ファッションショーのモデルを頼まれる。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃26
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

配信中
吹替／＃26 ドキドキくるまとりゲーム／たのしいサファリ・パーク／ビリー・ビーグルか
ら、イス取りゲームとレースを組み合わせたドキドキ車取りゲームの招待状が。／サ
ファリ・パークのツアーガイドをすることになったハッピー・ヘルパー。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃27
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

配信中
吹替／＃27 おおきなえもの／ぴったりのスポーツ／レースカーを全部一度に運べる
大きなトレーラーに乗ってテストドライブに出発。／ヒルダにスポーツを教えてと頼まれ
たハッピー・ヘルパーだが、ヒルダを満足させられない。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃28
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

配信中
吹替／＃28 ラズロをとめろ！／おおさわぎのドッグ・ショー／教授から借りた天才ハッ
トをかぶって車の改良をしていたミッキー。／毎年恒例のドッグ・ショーが開かれる日、
ビッグビーが雇った有名なトリマーがトラブルで帰ってしまう。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃29
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

配信中
吹替／＃29 ドナルドのくさいいちにち／めざせハニービー・スカウト／スカンクを助け
たドナルドはなつかれてしまい、そのにおいに困ってしまう。／ハイキングのガイド役
をすることになったハッピー・ヘルパーだが、デイジーは失敗ばかり。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃30
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

配信中
吹替／＃30 ふたりはライバル／ハッピー・ヘルパー・ヘルパー／ミニーの親友マギー
が来て、普通の車でみんなでレースをすることに。／休暇をとるミニーとデイジーに代
わり、1日ハッピー・ヘルパーをすることになったミッキーたち。

ミッキーマウスとロードレーサーズ ＃31
【ジュニア】ミッキーマ
ウスとロードレ…

配信中
吹替／＃31 グーフィー・レース／おもいでのとけい／有名なレース・デザイナーに憧
れたグーフィーは、自分のオリジナルレースを作る。／新しい時計をプレゼントされた
クッコーロカだが、思い出の古い時計を大事にしたい。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃45
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

配信中
吹替／＃45 ママと呼ばないで／ゼインとロドニーからママ呼ばわりされ、ショックを受
けるペイジとフランキー。二人はパーティーを開き、ゼインたちに自分たちのクールさ
をアピールしようと計画する。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃46
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

配信中
吹替／＃46 ウォウを勝ち取れ！／ネットで大人気のローリーが撮影でビューグル・ハ
ウスへ。ローリーのキャッチフレーズ「ウソでしょ ウォウ」を聞き出したいペイジとフラン
キーは、面白い話を用意する。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃47
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

配信中
吹替／＃47 姉妹の距離／以前と変わった妹、ウィローのことを何一つ分かっていな
いと思い知らされたアメリア。悩んだアメリアは自称“心のコンサルタント”のペイジに
相談するが、解決しない。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃48
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

配信中
吹替／＃48 校長先生の悪だくみ！？／何故かフランキーだけが夏期講習に呼び出
され、学校へ通うことに。ペイジはカレン校長がビザードバークに加入するためフラン
キーを説得しようとしているのでは、と怪しむ。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃51
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

配信中
吹替／＃51 馬面マンは誰だ？／動画の再生回数は2千万回を超え、ネットで大人気
の馬面マン。そんな馬面マンがネットでスペシャル番組をやることになり、番組の最後
でついにマスクを脱ぐという。
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やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃52
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

配信中
吹替／＃52 ウィローにお願い／コンサートの招待券を貰うためバーニーのおばあ
ちゃんと取引したペイジたち。しかしフランキーはウィローの可愛さを利用して、やりた
くない仕事を人にやらせようとする。

やりすぎ配信！ ビザードバーク ＃53
【コメディ】やりすぎ配
信！ビザードバ…

配信中
吹替／＃53 バンドを結成！／バーニーと仲良くなり始めたゼインとロドニーがラウン
ジで騒ぐようになり、みんなに迷惑が掛かり始めた。ペイジは3人のエネルギーを他の
何かに向かわせればいいと考える。

ライオン・ガード ＃52
【ジュニア】ライオン・
ガード

配信中
吹替／＃52 ベシティとやじゅう／ベシティは、怪力を調節できないシュジャアに、考え
てから力を使えばいいと教える。ベシティがケガで動けなくなった時、シュジャアは考
えて力を使い、ベシティを救出する。

ライオン・ガード ＃53
【ジュニア】ライオン・
ガード

配信中
吹替／＃53 ちからをあわせよう！／アウトランドからの攻撃は続き、プライドランドの
住人は落ち着かない。カイオンは自分達も力を合わせればいいと考え、みんなも協力
してくれるが、うまくまとまらない。

ライオン・ガード ＃54
【ジュニア】ライオン・
ガード

配信中
吹替／＃54 じょおうのガード／協定を結ぶためシマウマの女王ダハブがプライドラン
ドにやってくる。スカーは協定を結ばせまいとジャッカル達にダハブを襲わせるが、カ
イオン達も駆けつけ追い払われる。

ラプンツェル ザ・シリーズ ＃30
【アニメ】ラプンツェル
ザ・シリーズ

配信中
吹替／＃30 予言者ヴィゴール／森でデートをしていたラプンツェルとユージーンは、
マダム・カナルディストとサルのヴィゴールに会う。未来を予知する力があると言うヴィ
ゴールに早速占ってもらうが…。

ラプンツェル ザ・シリーズ ＃31
【アニメ】ラプンツェル
ザ・シリーズ

配信中
吹替／＃31 スパイアの番人／ラプンツェルたちは破れた巻物の残りを探し、スパイア
の番人カライオピを訪ねた。昔マジシャンだったという彼女は、尊大な態度を取り、ラ
プンツェルたちを苛々させる。

ラプンツェル ザ・シリーズ ＃32
【アニメ】ラプンツェル
ザ・シリーズ

配信中
吹替／＃32 パスカル国王／黒い岩を追うラプンツェルたちは海で大嵐に遭い、ローブ
という小さな人々が住む島に流れ着く。ローブはパスカルを王様と崇め、ラプンツェル
とカサンドラをペット扱いする。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃10
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

配信中
吹替／＃10 恐怖のセイント・オルガ／規則の厳しい更正施設セイント・オルガにいる
ポニーヘッドの誕生日に、スターが電話をかける。すると、ポニーヘッドは途中で何者
かに捕まったようで、電話が切れてしまう。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃11
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

配信中
吹替／＃11 ミューニ記念日／バナナマジック／今日は、ミューニに攻めてきた怪物た
ちをこてんぱんにした、ミューニ記念日。／スターは、雑誌で「バナナマジック」なる商
品を発見し、どうしてもこれを手に入れたくなる。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃12
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

配信中
吹替／＃12 学校の遠足／マルコとヒゲ／今日は学校の遠足の日。クリップの博物館
に連れて行かれ、クラスのみんなは不満そう。／ジャッキーに気に入られたいマルコ
はヒゲを伸ばしている。しかしなかなか伸びない。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃13
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

配信中
吹替／＃13 魔法のステッキ／スターとマルコが冒険中に、モンスターが現れるが、ス
ターのせいでなかなか逃げられない。やっとのことで地球に戻ってくるが、意見の食い
違いで二人はケンカをしてしまう。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃14
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

配信中
吹替／＃14 新しいステッキ／ルードのサバイバル生活／スターが友達に、ステッキ
が新しくなったと話していると、ステッキが勝手に動き出す。／城が破壊された後、
ルードはスターに捨てられる。そして、腹を空かせて宇宙を漂う。

悪魔バスター★スター・バタフライ ＃15
【アニメ】悪魔バスター
★スター・バタ…

配信中
吹替／＃15 ぼくらの未来／赤帯が欲しい！／今日は進路指導の日。生徒たちはカ
ウンセラーのキャンドル先生に指導を受けていた。／マルコは自分の将来が決められ
ず、悩む。そのとき空手の帯が目に入り、道場へ向かう。

怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃06
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

配信中
吹替／＃6 男になりたい／「男らしさゲーム」で弱虫レベルと判定されたディッパー。
少しでも男らしくなろうと森で筋トレをしていると、いかにも男らしい半人半獣の怪物マ
ンノタウルスと出会う。
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怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃07
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

配信中
吹替／＃7 ディッパーがいっぱい／スタンがミステリーハウスでパーティーを開催す
る。スースがDJ、ディッパーはウェンディとチケット売り場担当に。ウェンディと一緒でう
れしいディッパーだが…。

怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃08
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

配信中
吹替／＃8 合衆国最大の秘密／グラビティフォールズの「開拓者の日」。昔の格好を
して、町が創設された日を祝う。ディッパーとメイベルは、オープニング・セレモニーを
見学。そこでディッパーが…。

怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃09
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

配信中
吹替／＃9 チャンスは一度きり？／お祭りを楽しむディッパーとウェンディ。しかし、運
悪くディッパーが投げたボールが彼女の顔面を直撃。慌てて氷を取りに行くディッパー
は途中で謎の男と出会う。

怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃10
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

配信中
吹替／＃10 ゲームでファイト！／ゲームセンターで遊んでいたディッパーとウェン
ディ。そこへ割って入ってきたロビーを怒らせてしまったディッパーは決闘の約束をさ
せられてしまう。

怪奇ゾーン グラビティフォールズ ＃11
【アニメ】怪奇ゾーン
グラビティフォ…

配信中
吹替／＃11 大きくなーれ！／パインズ一家に復讐を誓うギデオンはあれこれ策を弄
するが、なかなかうまくいかない。一方、ディッパーは、森で物の大きさを変えることの
できる不思議なクリスタルを発見。


