
第9～12話第5～ 8話第1～4話 第13～16話

斉木楠雄のΨ難（第２期）
一挙放送

名探偵コナン 

ちびまる子ちゃん
ベストセレクション

こちら葛飾区亀有公園前派出所
傑作選
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・恥ずかしい
　お守りの行方
・黒きドレスのアリバイ

・広島宮島
　七不思議ツアー
・湯煙密室のシナリオ

・河童が見た夢
・犬伏城 炎の魔犬・最悪な誕生日（バースデー）

・猿と熊手のトリ物帖

映画 聲の形
（0：00～2：20pm）

火ノ丸相撲
〈プレイバック〉

第1～8話

（2：20～6：00pm）

ハイキュー!! 
セカンドシーズン
全25話一挙放送

キャプテン翼
〈プレイバック〉

第1～28話

ジョジョの
奇妙な冒険
黄金の風

〈プレイバック〉

第1～8話

ちびまる子ちゃん
（第1期）
年明け8時間
連続放送

第1～12話

ハイキュー!! 
烏野高校 ＶＳ
白鳥沢学園高校
全10話一挙放送

名探偵コナン
最悪な

誕生日（バースデー）

ムヒョと
ロージーの
魔法律相談
事務所

全12話一挙放送

食戟のソーマ
餐ノ皿 

遠月列車篇
全12話一挙放送

映画「ドラゴンボール超
ブロリー」公開記念 

オラたちの
ドラゴンボール講座

ドラゴンボール 
神龍の伝説

〈HDリマスター〉
（1：30～2：30pm）

ドラゴンボール 
最強への道

〈HDリマスター〉
（4：20～5：50pm）

ドラゴンボールＺ 
神と神

（8：40～10：15pm）

ドラゴンボールＺ 
復活の「Ｆ」

（10：15～0：00am）

ドラゴンボール 
魔神城のねむり姫
〈HDリマスター〉
（2：30～3：25pm）

劇場版 ドラゴンボールＺ 
とびっきりの最強対最強
〈HDリマスター〉
（6：50～7：45pm）

劇場版 ドラゴンボールＺ 
激突!!100億パワーの戦士たち
〈HDリマスター〉
（7：45～8：40pm）

ドラゴンボールＺスペシャル 
たったひとりの最終決戦
～フリーザに挑んだＺ戦士 孫悟空の父～
〈HDリマスター〉
（5：50～6：50pm）

ドラゴンボール 
摩訶不思議大冒険
〈HDリマスター〉
（3：25～4：20pm）

アニマックス開局20周年特別番組 
キャプテン翼スペシャル対談
高橋陽一×矢部浩之（ナインティナイン）

※9日㈰29：00～30：00《10日㈪5：00AM-6：00AM》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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おそ松くん〈HDリマスター版〉
～21日

忍者ハットリくん

～11日 名探偵コナン　　12～27日 俺物語!!

～25日 ツヨシしっかりしなさい　　26日～ 名探偵コナン

ちびまる子ちゃん

Dr.スランプ アラレちゃん

Dr.スランプ アラレちゃん

ガンダム Gのレコンギスタ

～19日 ハイキュー!! セカンドシーズン　20日～ ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校

ドラゴンボール改

ドラゴンボール改

機動戦士
Ｚガンダム

～10日 ぬらりひょんの孫～千年魔京～　　11日～ ドラゴンボール

～25日 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ　　26日～ 名探偵コナン

～26日 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ　　27日 名探偵コナン

ドラゴンボール改

～5日 TIGER & BUNNY　6日～ こちら葛飾区亀有公園前派出所

僕のヒーローアカデミア 名探偵コナン ブラッククローバー BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

～17日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
24日～ 聖闘士星矢 セインティア翔

※24日のみ（7：00～8：00pm）

僕のヒーローアカデミア 名探偵コナン ブラッククローバー BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

～17日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
24日 SOUND THEATRE×夏目友人帳

～音劇の章 2018～（1：00～3：20am）

～17日 あかねさす少女
24日 聖闘士星矢 セインティア翔

（7：00～8：00pm）

3～24日
Dr.スランプ アラレちゃん

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～

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

～17日 魔法つかいプリキュア！　　18日～ 新あたしンち

ちびまる子ちゃん

～11日 ぬらりひょんの孫～千年魔京～　　12日～ ドラゴンボール

～10日 ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース
11日～ ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない

～7日 ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース
10日～ ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない

～7日 ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース
10日～ ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない

～7日 PSYCHO-PASS サイコパス2
※7日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（2：30～3：00am）

10～27日 ベルセルク 

～21日 NARUTO-ナルト-〈HDリマスター〉　24日 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
25日 ドラゴンボールＺスペシャル たったひとりの最終決戦～フリーザに挑んだＺ戦士 孫悟空の父～〈HDリマスター〉

26日 劇場版 ドラゴンボールＺ とびっきりの最強対最強〈HDリマスター〉（10：00～10：55pm） 
27日 劇場版 ドラゴンボールＺ 激突!!100億パワーの戦士たち〈HDリマスター〉（10：00～10：55pm）

～6日 キングダム 第２シリーズ ※6日 名探偵コナン（6：30～7：00pm）
7日～ ワールドトリガー

～3日 らんま1/2 デジタルリマスター版　　4日 名探偵コナン
5日～ モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON 

※24日・おそ松くん〈HDリマスター版〉（3：00～3：30pm） ・まじっく快斗1412（3：30～4：00pm）

～12日 頭文字[イニシャル]Ｄ〈HDリマスター〉
13～21日 頭文字[イニシャル]Ｄ Second Stage〈HDリマスター〉

※21日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（1：30～2：00am）
26日～ 頭文字[イニシャル]Ｄ Fourth Stage〈HDリマスター〉

～25日 NARUTO-ナルト-〈HDリマスター〉
※24日 ちびまる子ちゃん（第1期） 

～5日 モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON ※5日のみ（7：00～7：30am）
5日～ 忍者ハットリくん（7：30～8：00am）　6日～ タイムボカン２４（7：00～7：30am）

～3日 ３月のライオン
4日～ らんま1/2 デジタルリマスター版

※24日 ツヨシしっかりしなさい 

～23日 あかねさす少女

僕のヒーロー
アカデミア

こちら葛飾区
亀有公園前派出所

1日～
頭文字[イニシャル]Ｄ 
Fifth Stage

～9日 銀の匙 Silver Spoon
※9日のみ（3：00～3：30pm） 

9日～ 銀の匙 Silver Spoon
第2期

ぼのぼの（10：30～10：38am）
少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（10：38～11：00am）

名探偵コナン

名探偵コナン

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

BORUTO
-ボルト-

NARUTO NEXT
GENERATIONS

キテレツ大百科
〈リマスター版〉

火ノ丸相撲

火ノ丸相撲

食戟のソーマ

メジャー
第5シリーズ

1日～ 夏目友人帳 参

進撃の巨人
Season 2

進撃の巨人
Season 2

FAIRY TAIL

ゲーム★マニアックス

　1　日・DEATH NOTE
　リライト 幻視する神
・DEATH NOTE
　リライト2 Lを継ぐ者

（0：00～4：00am）

　8　日 頭文字[イニシャル]Ｄ 
〈HDリマスター〉 
一挙放送① 第1～13話 

（0：00～6：00am）

15日 頭文字[イニシャル]Ｄ 
〈HDリマスター〉 
一挙放送② 第14～26話 

（0：00～6：00am）

22日 頭文字[イニシャル]Ｄ 
Second Stage 
〈HDリマスター〉 
全13話一挙放送 

（0：00～6：00am）

　1　日名探偵コナン 
（4：00～6：00am）

　2　日　名探偵コナン 死亡の館、赤い壁（11：00～1：00pm）
　9　日・映画「ドラゴンボール超 ブロリー」公開記念

　オラたちのドラゴンボール講座
・ドラゴンボール
　　神龍の伝説〈HDリマスター〉
　　魔神城のねむり姫〈HDリマスター〉
　　摩訶不思議大冒険〈HDリマスター〉

（11：00～2：50pm）
16日　名探偵コナン12月号

第620～623話（11：00～1：00pm）
23日・ドラゴンボールＺスペシャル

たったひとりの最終決戦～フリーザに
挑んだＺ戦士 孫悟空の父～〈HDリマスター〉
・劇場版 ドラゴンボールＺ
とびっきりの最強対最強〈HDリマスター〉
・劇場版 ドラゴンボールＺ
激突!!100億パワーの戦士たち
〈HDリマスター〉（11：00～1：50pm）

　2　日 ドラゴンボール（8：00～10：50pm）
・神龍の伝説〈HDリマスター〉
・魔神城のねむり姫〈HDリマスター〉
・摩訶不思議大冒険〈HDリマスター〉

　9　日 ドラゴンボール（8：00～9：30pm）
最強への道〈HDリマスター〉 

16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〉
・黒の組織との接触

〈デジタルリマスター特別版〉
（8：00～10：00pm）

23日 ドラゴンボールＺ
復活の「Ｆ」（8：00～9：45pm）

　9　日 名探偵コナン12月号
第620～623話（9：30～11：30pm）

16日 ドラゴンボールＺ 神と神
（10：00～11：35pm）

23日 SOUND THEATRE×夏目友人帳
～集い 音劇の章～（9：45～0：10am）

ぼのぼの（6：00～6：08am）
少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（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）

ちびまる子ちゃん ちびまる子ちゃん（第1期）

キャプテン翼 

キャプテン翼 

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ジョジョの奇妙な冒険
黄金の風

ジョジョの奇妙な冒険
黄金の風

26日 劇場版 FAIRY TAIL 
-鳳凰の巫女-（1：00～2：35pm） 

27日 劇場版 FAIRY TAIL 
-DRAGON CRY-（1：00～2：35pm）

24日 SOUND THEATRE×夏目友人帳 
～音劇の章 2018～（1：00～3：20am）

25日 劇場版 頭文字[イニシャル]Ｄ 
　　Third Stage〈HDリマスター〉 

（1：00～2：55am）

こちら葛飾区
亀有公園前派出所

鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

七つの大罪
戒めの復活

ツヨシ
しっかりしなさい

斉木楠雄のΨ難 
※9日 放送休止

Dr.スランプ
アラレちゃん

～15日 俺物語!! 
22日～ 君に届け

ちびまる子ちゃん（第1期）

忍者ハットリくん

おそ松くん
〈HDリマスター版〉

～2日 柿原徹也のひざくりげ
　 ～ひびけ!戦国名言編～ 

9～23日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

2～16日 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
※16日のみ（0：00～0：30am） 

23日 SOUND THEATRE × 
夏目友人帳 ～集い 音劇の章～

（9：45～0：10am）


