
※６月29日㈮28：00～29：00《６月30日㈯4：00AM～5：00AM》は、放送機器メンテナンスのため、放送を休止します。
※番組内容及び放送時間は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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～2日・ドラゴンボールGT（6：00～7：30pm）
・名探偵コナン（7：30～10：30pm）

　9　日 名探偵コナン（7：00～10：30pm）
16日・名探偵コナン（7：00～8：00pm）
・名探偵コナンTVスペシャル 
大阪ダブルミステリー 浪花剣士と 

太閤の城（8：00～9：50pm） 
・名探偵コナンTVスペシャル 
コナンVS平次 東西探偵推理勝負 

（9：50～10：50pm） 

23日 海月姫（6：00～11：25pm） 
30日・名探偵コナンTVスペシャル 

黒の組織との再会〈デジタルリマスター特別版〉
（7：00～8：00pm） 

・名探偵コナンTVスペシャル 
黒の組織との接触〈デジタルリマスター特別版〉

（8：00～9：00pm） 
・劇場版 PSYCHO-PASS 

サイコパス（9：00～11：05pm）

お前はまだグンマを知らない（11：25～11：30pm）

～9日 PSYCHO-PASS
サイコパス2 

※9日ルパン三世（PART2）
デジタルリマスター版（10：58～11：25pm）

3～24日 ルパン三世（PART2）
デジタルリマスター版

※24日のみ（1：30～2：00am）
※24日 食戟のソーマ 餐ノ皿
遠月列車篇（1：00～1：30am）

こちら葛飾区亀有公園前派出所
1日～ 忍者ハットリくん

僕のヒーローアカデミア

FAIRY TAIL

FAIRY TAIL

～4日 夏目友人帳 陸　5日 夏目友人帳 陸　特別編　鈴鳴るの切り株　6日 夏目友人帳 陸　特別編　夢幻のかけら 
7～28日 少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（8：30～8：52am）　7日～ ぼのぼの（8：52～9：00am）　29日～ ねこねこ日本史（8：30～8：52am）

～21日 メジャー 第3シリーズ　　22日～ メジャー 第4シリーズ
～18日 名探偵コナン　　19～25日 忍者ハットリくん

～1日 坂道のアポロン　4～11日 銀の匙 Silver Spoon ※11日のみ（11：00～11：30am）　11～18日 銀の匙 Silver Spoon 第2期 
19～26日 もやしもん ※26日のみ（11：00～11：30am）　　26日～ もやしもん リターンズ

ハイキュー!!
セカンドシーズン

1～8日 銀の匙 Silver Spoon ※8日のみ（8：00～8：30pm）　　8～15日 銀の匙 Silver Spoon 第2期 
18～25日 もやしもん ※25日のみ（8：00～8：30pm）　　25日～ もやしもん リターンズ

～6日 機動戦士ガンダム〈HDリマスター〉 ※6日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版（1：30～2：00am）
7日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版　　25日～ 花田少年史

～11日 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ　　12～26日 機動戦士ガンダムユニコーン RE：0096
27日～ ルパン三世（PART1）

シティーハンター
〈HDリマスター〉

3日 機動戦士ガンダム
〈HDリマスター〉

10日～ ルパン三世PARTù

～21日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
22～27日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版　28日～ ルパン三世（PART1）

～21日 ルパン三世PARTù　　22・25日 ちびまる子ちゃん
～14日 ボールルームへようこそ　　15日～ DAYS

～19日 ちびまる子ちゃん（第1期）　　20日～ ちびまる子ちゃん
～15日 名探偵コナン　　18日～ 忍者ハットリくん

～13日 こちら葛飾区亀有公園前派出所　　14日～ DAYS
～20日 メジャー 第3シリーズ　　21日～ メジャー 第4シリーズ

僕のヒーローアカデミア

～8日 七つの大罪 戒めの復活　11日～ 名探偵コナン ※29日のみ ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版 

～14日 ドラゴンボール改　　15日～ 金田一少年の事件簿R（リターンズ）

1日～ 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

～7日 無敵超人ザンボット３〈HDリマスター〉　25～29日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
無敵鋼人ダイターン３

僕のヒーローアカデミア

～14日 ドラゴンボール改　　15日～ 金田一少年の事件簿R（リターンズ）

～8日 七つの大罪 戒めの復活　　11日～ 名探偵コナン

～13日 ボールルームへようこそ　　14日～ 新あたしンち
斉木楠雄のΨ難（第2期）

斉木楠雄のΨ難（第2期）

忍者ハットリくん 名探偵コナン

ルパン三世（PART2） 
デジタルリマスター版 名探偵コナン BORUTO-ボルト-

NARUTO NEXT GENERATIONS

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

～15日 ドラゴンボール改　　18日～ 金田一少年の事件簿R（リターンズ）

ののちゃん

～12日 うちの3姉妹　　13日 ちびまる子ちゃん　　14日～ 新あたしンち
～24日 モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON

※17・24日（2：30～3：30pm）

ぼのぼの（6：00～6：08am）

ぼのぼの（10：30～10：38am）

忍者ハットリくん
モンスターハンター
ストーリーズ RIDE ON

名探偵コナン

～3日 ドラゴンボールGT（7：30～9：00am）
10日～ キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

斉木楠雄のΨ難（第2期）

～24日 忍者ハットリくん

～24日 ちびまる子ちゃん（第1期）

名探偵コナン

～17日 ドラゴンボールGT
※3日（7：30～9：00am） 

24日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

メジャー 第3シリーズ

3日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所
※3日のみ（3：30～4：00am）

～3日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
10日 名探偵コナンTVスペシャル
17・24日・モンスターハンター ストーリーズ

RIDE ON（2：30～3：30pm）
・ルパン三世（PART2）
デジタルリマスター版（3：30～4：00pm）

～16日 ドラゴンボールＧＴ 
※2日（6：00～7：30pm）

23日 海月姫（6：00～11：25pm）
30日 ルパン三世（PART2） 

デジタルリマスター版

ゲゲゲの鬼太郎
（第3作）

キングダム
第２シリーズ

NARUTO-ナルト-
〈HDリマスター〉

FAIRY TAIL

ワールドトリガー

2日～ レイトン ミステリー探偵社 
～カトリーのナゾトキファイル～

名探偵コナン
※23日～（7：00～8：00am）

ツヨシしっかりしなさい

黒子のバスケ

七つの大罪 戒めの復活

七つの大罪 戒めの復活

ジョジョの奇妙な冒険 
ダイヤモンドは砕けない

食戟のソーマ 餐ノ皿 遠月列車篇 
※24日のみ（1：00～1：30am）

3日～ キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

10日～ ちびまる子ちゃん（第1期）

ゲーム★マニアックス

　2　日 ドラゴンボールGT
一挙放送② 第14～26話
（0：00～6：00am）

　9　日 ドラゴンボールGT
一挙放送③ 第27～39話
（0：00～6：00am）

16日 ドラゴンボールGT
一挙放送④ 第40～52話
（0：00～6：00am）

23日 ドラゴンボールGT
一挙放送⑤ 第53～64話
（0：00～6：00am）

30日 ハイキュー!!
烏野高校 VS 白鳥沢学園高校
全10話一挙放送
（0：00～5：00am）

～30日 ルパン三世（PART1）
※30日 名探偵コナン
（1：30～2：00pm）

～1日 夏目友人帳 陸　4日 夏目友人帳 陸　特別編　鈴鳴るの切り株　5日 夏目友人帳 陸　特別編　夢幻のかけら 
6～27日 少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（4：00～4：22pm）　6日～ ぼのぼの（4：22～4：30pm）　28日～ ねこねこ日本史（4：00～4：22pm）

ɺʣʶʛʇʑĆ
ʍʗʟĜʢɼʠʭɻĜʨĜ

モンスターハンター
ストーリーズ RIDE ON 斉木楠雄のΨ難（第2期）6日～ レイトン ミステリー探偵社 

～カトリーのナゾトキファイル～ 名探偵コナン

ɺʣʶʛʇʑĆʍˋʟĜʑʲʏʻ˃

　3　日 機動戦士ガンダムø 哀・戦士編 
〈HDリマスター〉（11：00～1：25pm）

10日 機動戦士ガンダムù めぐりあい宇宙編 
〈HDリマスター〉（11：00～1：30pm）

17日 名探偵コナン6月号  
第601～604話（11：00～1：00pm）

24日・名探偵コナンTVスペシャル 
殺人犯、工藤新一

　　・名探偵コナンTVスペシャル 
新一の正体に蘭の涙/本当に聞きたいコト

（11：00～1：30pm）

～16日 坂道のアポロン 
23日～・ちびまる子ちゃん  

（6：30～7：00am）
・名探偵コナン（7：00～8：00am）

ʫʛʈʍˋʟĜʒ

ブラッククローバー

ブラッククローバー

少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（6：08～6：30am）

少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（10：38～11：00am）

26日～ 花田少年史 
（9：30～10：30am）

8～19日 PSYCHO-PASS 
サイコパス（1：00～2：30am）
※19日のみ（1：00～1：30am） 

19～22日 PSYCHO-PASS 
サイコパス2（1：00～2：30am）
※19日のみ（1：30～2：30am）

3日 機動戦士ガンダム 
鉄血のオルフェンズ 

（4：00～5：00am）

　3　日 名探偵コナン（11：00～0：30am） 
10日 名探偵コナン6月号

第601～604話（10：30～0：30am） 

17日 あにめたまご2018  
（10：30～0：30am） 

24日 劇場版 PSYCHO-PASS 
サイコパス（10：40～0：45am）

　3　日 ライブ・スペクタクル
「NARUTO-ナルト-」（8：00～10：40pm）

10日 ライブ・スペクタクル 
「NARUTO-ナルト-」～暁の調べ～

（8：00～10：25pm）
17日・機動戦士ガンダム THE ORIGIN÷

青い瞳のキャスバル
・機動戦士ガンダム THE ORIGINø
哀しみのアルテイシア（8：00～10：20pm）

24日・機動戦士ガンダム THE ORIGINù
暁の蜂起

・機動戦士ガンダム THE ORIGINú
運命の前夜（8：00～10：40pm）

22


