
※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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9日～ ツヨシしっかりしなさい
（9：00～10：00am）

おそ松くん〈HDリマスター版〉

忍者ハットリくん

～8日 メジャー 第6シリーズ

～8日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

～18日 TIGER & BUNNY　　19日 名探偵コナン

～19日 カウボーイビバップ〈HDリマスター〉

「進撃の巨人」
オリジナルマスター版

7日～ ルパン三世（PART1）
※7日・ムヒョとロージーの魔法律相談事務所（5：00～5：30am）

・声優だって旅します the 2nd（5：30～6：00am）
28日・僕のヒーローアカデミア（5：00～5：30am）

・ALL OUT!!（5：30～6：00am）

名探偵コナン

NARUTO-ナルト-〈HDリマスター〉

こちら葛飾区亀有公園前派出所

～8日 七つの大罪　　9日～ ちびまる子ちゃん

らんま1/2 デジタルリマスター版

～5日 メジャー 第6シリーズ　　8～11日 七つの大罪 聖戦の予兆　　12日～ 七つの大罪 戒めの復活

ドラゴンボール改

～16日 機動戦士ガンダム〈HDリマスター〉 ※16日 ルパン三世（PART1）（11：30～0：00am）　　17日～ 機動戦士Ｚガンダム

ドラゴンボール改

～1日 シティーハンター〈HDリマスター〉　　2日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

～1日 ベルセルク　　2～29日 無敵鋼人ダイターン３〈HDリマスター〉 　　30日～ もやしもん

～1日 食戟のソーマ 餐ノ皿　　2～17日 食戟のソーマ 餐ノ皿 遠月列車篇　　18日～ ALL OUT!!

～16日 機動戦士ガンダム〈HDリマスター〉 ※16日 ルパン三世（PART1）（5：30～6：00am）　　17日～ 機動戦士Ｚガンダム

2～23日 ZETMAN　　24日～ TIGER & BUNNY

NARUTO-ナルト- 〈HDリマスター〉

～11日 FAIRY TAIL ※11日 名探偵コナン（6：30～7：00pm）　　12日～ キングダム

ムヒョとロージーの
魔法律相談事務所

ムヒョとロージーの
魔法律相談事務所

僕のヒーローアカデミア

1日～ あかねさす少女

名探偵コナン

僕のヒーローアカデミア 名探偵コナン BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ぼのぼの（6：00～6：08am）

名探偵コナン

～13日 夏目友人帳
※13日のみ（7：00～7：30am）
13日～ 続 夏目友人帳

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

キテレツ大百科〈リマスター版〉

ドラゴンボール改

ルパン三世（PART1）

こちら葛飾区
亀有公園前派出所

こちら葛飾区
亀有公園前派出所

～28日 金田一少年の事件簿
R（リターンズ）

※28日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
（3：30～4：00pm）

～13日 機動戦士ガンダム
〈HDリマスター〉 

※13日のみ（8：30～9：00pm）

13日～ 機動戦士Ｚガンダム

6日～
頭文字[イニシャル]Ｄ
Fourth Stage
〈HDリマスター〉

Dr.スランプ
アラレちゃん

FAIRY TAIL

俺物語!!

6日～

僕のヒーローアカデミア

～28日

メジャー 第4シリーズ

7日～

ルパン三世（PART1）

7～28日

名探偵コナン

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～

ツヨシしっかりしなさい

～13日 七つの大罪 
20・27日 七つの大罪

聖戦の予兆

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ゲーム★マニアックス

6日  ZETMAN
全13話一挙放送
（0：00～6：00am）

13日 TIGER & BUNNY
一挙放送① 第1～13話
（0：00～6：00am）

20日 TIGER & BUNNY
一挙放送② 第14～25話
（0：00～6：00am）

27日 PSYCHO-PASS サイコパス
一挙放送① 第1～12話
（0：00～6：00am）

うちの3姉妹 キテレツ大百科〈リマスター版〉 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

　7　日 劇場版 頭文字[イニシャル]Ｄ
Third Stage〈HDリマスター〉

14日 映画魔法つかいプリキュア！ 
奇跡の変身！キュアモフルン！/ 
キュアミラクルとモフルンの魔法レッスン！ 

（11：00～0：25pm）

21日 名探偵コナン10月号 第613～616話
28日 劇場版 FAIRY TAIL

-鳳凰の巫女-（11：00～0：40pm）

鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

おそ松くん〈HDリマスター版〉

　7　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〉

14日 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〉
21・28日 名探偵コナン

ムヒョとロージーの
魔法律相談事務所

7～28日

キテレツ大百科〈リマスター版〉

ちびまる子ちゃん（第1期）

「進撃の巨人」
オリジナルマスター版

ブラッククローバー

ブラッククローバー

ねこねこ日本史（6：08～6：30am）
おしえて魔法のペンデュラム ～リルリルフェアリル～（6：00～6：15am）
ぼのぼの（6：15～6：30am）

ぼのぼの（10：30～10：38am）
ねこねこ日本史（10：38～11：00am）

　7　日 ・メジャー 
　ワールドシリーズ編 夢の瞬間へ 
・メジャー メッセージ 

（8：00～9：55pm）

14日 名探偵コナン10月号 第613～616話
21日 劇場版 FAIRY TAIL

-鳳凰の巫女-（8：00～9：40pm）
28日 劇場版 FAIRY TAIL

-DRAGON CRY-（8：00～9：40pm）

ちびまる子ちゃん ちびまる子ちゃん（第1期）

名探偵コナン

おそ松くん〈HDリマスター版〉

7～28日
こちら葛飾区亀有公園前派出所

7日～ あかねさす少女

深夜！天才バカボン

7日～ 柿原徹也のひざくりげ 
～ひびけ!戦国名言編～

～12日 FAIRY TAIL ※12日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（7：30～8：00am）
15日～ モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON

～9日 ボールルームへようこそ　　10～26日 「進撃の巨人」オリジナルマスター版 ※26日 ルパン三世（PART1）（11：30～0：00pm）
29日～ 進撃の巨人 Season 2

1～8日 夏雪ランデブー ※8日 うちの3姉妹（2：30～3：00pm）
9～16日 海月姫 ※16日 キテレツ大百科〈リマスター版〉（2：30～3：00pm）　　17日～ のだめカンタービレ

～8日 ボールルームへようこそ　　9～25日 「進撃の巨人」オリジナルマスター版 ※25日 ルパン三世（PART1）（8：30～9：00pm） 
26日～ 進撃の巨人 Season 2

1～8日 夏目友人帳 伍　9日・夏目友人帳 伍 特別編 一夜盃（ひとよさかずき）（0：00～0：30pm）・夏目友人帳 伍 特別編 遊戯の宴（0：30～1：00pm）
10～17日 夏目友人帳 陸　※17日 夏目友人帳 陸 特別編 鈴鳴るの切り株（0：30～1：00pm）

18日・夏目友人帳 陸 特別編 夢幻のかけら（0：00～0：30pm）・夏目友人帳 いつかゆきのひに（0：30～1：00pm）　19日～ ジョジョの奇妙な冒険

～5日 夏目友人帳 伍　8日・夏目友人帳 伍 特別編 一夜盃（ひとよさかずき）（9：00～9：30pm）・夏目友人帳 伍 特別編 遊戯の宴（9：30～10：00pm）
9～16日 夏目友人帳 陸　※16日 夏目友人帳 陸 特別編 鈴鳴るの切り株（9：30～10：00pm）

17日・夏目友人帳 陸 特別編 夢幻のかけら（9：00～9：30pm）・夏目友人帳 いつかゆきのひに（9：30～10：00pm）　18日～ ジョジョの奇妙な冒険

～5日 夏目友人帳 伍　8日・夏目友人帳 伍 特別編 一夜盃（ひとよさかずき）（4：00～4：30am）・夏目友人帳 伍 特別編 遊戯の宴（4：30～5：00am）
9～16日 夏目友人帳 陸　※16日 夏目友人帳 陸 特別編 鈴鳴るの切り株（4：30～5：00am）

17日・夏目友人帳 陸 特別編 夢幻のかけら（4：00～4：30am）・夏目友人帳 いつかゆきのひに（4：30～5：00am）　　18日～ ジョジョの奇妙な冒険

～8日 ののちゃん ※8日のみ（8：00～8：30am）　　8・9日 ちびまる子ちゃん（第1期）（8：30～9：00am） 
9日～ 魔法つかいプリキュア！（8：00～8：30am）　　10日～ ちびまる子ちゃん（8：30～9：00am） 

22日～ 空手バカ一代〈HDリマスター版〉
（1：00～2：00am）

ちびまる子ちゃん（第1期）


