
※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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らんま1/2 デジタルリマスター版 ※6日 名探偵コナン（6：00～7：00am）

1日～ ツヨシしっかりしなさい

～17日 食戟のソーマ 弐ノ皿
※17日 名探偵コナン（2：30～3：00am） 

24日～ 食戟のソーマ 餐ノ皿

～4日 ちびまる子ちゃん　　5日～ ちびまる子ちゃん（第1期）

Dr.スランプ アラレちゃん

名探偵コナン

～7日 ドラゴンボール改　　8日～ 黒子のバスケ

～12日 七つの大罪 戒めの復活　　13日～ 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版 ※5日 名探偵コナン

～7日 ドラゴンボール改　　8日～ キングダム 第２シリーズ

Dr.スランプ アラレちゃん

ガンバリスト！駿

～27日 シティーハンター2〈HDリマスター〉 ※27日 ツヨシしっかりしなさい（10：30～11：00pm） 28日～ シティーハンター3〈HDリマスター〉

ちびまる子ちゃん（第1期） 名探偵コナン

5日 名探偵コナン（1：00～4：00am）
12日～ ツヨシしっかりしなさい 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

キャプテン翼

メジャー 第6シリーズ

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

～31日 こちら葛飾区
亀有公園前派出所

ドラゴンボール

火ノ丸相撲

火ノ丸相撲

4日～ ちびまる子ちゃん

おそ松くん〈HDリマスター版〉

ZETMAN

こちら葛飾区
亀有公園前派出所

ちびまる子ちゃん（第1期）

ドラゴンボール改 
※～2日 映画「スパイダーマン
：スパイダーバース」公開記
念特番（8：25～8：30pm）

Dr.スランプ
アラレちゃん

FAIRY TAIL

僕のヒーローアカデミア

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～

ちびまる子ちゃん

キャプテン翼

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

ゲーム★マニアックス

ベルセルク

2日　宇宙戦艦ヤマト2199
一挙放送①第1～13話
　　　　　  （0：00～6：00am）

９日　宇宙戦艦ヤマト2199
一挙放送②第14～26話
　　　　　  （0：00～6：00am）

16日 ・009 RE：CYBORG
・サイボーグ009VSデビルマン
　　　　　  （0：00～3：45am）

23日　CYBORG009
CALL OF JUSTICE
全12話一挙放送
　　　　　（0：00～6：00am）

30日 ・機動戦士ガンダム
　Twilight AXIS 赤き残影
・機動戦士ガンダム
　サンダーボルト DECEMBER SKY
・機動戦士ガンダム
　サンダーボルト BANDIT FLOWER
　　　　　  （0：00～3：35am）

4日～ ちびまる子ちゃん ちびまる子ちゃん（第1期）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～
※6日 名探偵コナン（6：00～7：00am） 名探偵コナン

　3　日 サイボーグ009VSデビルマン 
（11：00～0：55pm）

10日 映画プリキュアドリーム 
スターズ！（11：00～0：25pm）

17日 名探偵コナン3月号 
第631～634話（11：00～1：00pm）

24日 劇場版 七つの大罪 
天空の囚われ人（11：00～0：55pm）

31日 名探偵コナンTVスペシャル
ジョディの追憶とお花見の罠（11：00～0：00pm）

鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST

～23日
ツヨシしっかりしなさい
30日～ 毎日かあさん

～9日 ムヒョとロージーの 
魔法律相談事務所

16日～ ルパン三世（PART2）  
デジタルリマスター版

～3日・海月姫（3：00～3：30pm） 
・こちら葛飾区亀有公園 
　前派出所（3：30～4：00pm） 

10日～ 俺物語!!

～23日 君に届け
※23日のみ（11：00～11：30am） 
23日～ 君に届け 2ND SEASON

～2日 夏目友人帳 肆 
9日～ こちら葛飾区
亀有公園前派出所

BORUTO-ボルト-
NARUTO NEXT GENERATIONS

斉木楠雄のΨ難
（第2期）

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）
ぼのぼの（10：30～10：38am）

おしえて魔法のペンデュラム 
～リルリルフェアリル～ ちびまる子ちゃん

名探偵コナン

ドラゴンボール

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

～24日 あかねさす少女 
31日～ ZETMAN

TIGER & BUNNY

毎日かあさん ※25～29日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

～5日 ちびまる子ちゃん　　6日～ ちびまる子ちゃん（第1期）

～26日 魔法つかいプリキュア！　　27日～ おそ松くん〈HDリマスター版〉

Dr.スランプ アラレちゃん

姫ちゃんのリボン

名探偵コナン

ドラゴンボール

～29日 北斗の拳 ※29日のみ（0：00～1：30pm）

毎日かあさん（2：00～2：30pm）
～13日・少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん（2：30～2：52pm） ・ぼのぼの（2：52～3：00pm）

14～22日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（2：30～3：00pm）
※25日 名探偵コナンTVスペシャル ピアノソナタ「月光」殺人事件 ※26日 名探偵コナンTVスペシャル 服部平次vs工藤新一 ゲレンデの推理対決

～5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～ ※5日のみ（3：00～3：30pm）
5～21日 キテレツ大百科〈リマスター版〉　22日 名探偵コナン
25日 名探偵コナンTVスペシャル 霧天狗伝説殺人事件

26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

～7日 のだめカンタービレ フィナーレ ※5日 ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版 ※7日 キテレツ大百科〈リマスター版〉（10：30～11：00am） 
8～22日 ３月のライオン　　25日～ Dr.スランプ アラレちゃん

～28日 シティーハンター2〈HDリマスター〉 ※28日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（1：30～2：00pm） 
29日・北斗の拳（0：00～1：30pm） ・こちら葛飾区亀有公園前派出所（1：30～2：00pm）

～11日 ぬらりひょんの孫 ※5日 名探偵コナン（1：00～4：00am）　12～28日 ぬらりひょんの孫～千年魔京～　29日～ おそ松さん

～7日 のだめカンタービレ フィナーレ ※5日 名探偵コナン（1：00～4：00am） ※7日のみ（2：00～2：30am） 7～12日 名探偵コナン 
13日～ 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

ドラゴンボール

～29日 北斗の拳 ※29日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（9：30～10：00pm）

～20日 おそ松さん 第2期 ※5日 名探偵コナン（1：00～4：00am）　　21日～ 深夜！天才バカボン

ルパン三世（PART2） デジタルリマスター版 ※5日 名探偵コナン

～29日 北斗の拳 ※29日 こちら葛飾区亀有公園前派出所（4：30～5：00am）

3～24日 Dr.スランプ アラレちゃん
※10日のみ（0：30～1：30pm）

31日 名探偵コナン（0：00～2：00pm）
～24日 ちびまる子ちゃん（第1期） 
31日 名探偵コナン（0：00～2：00pm）

～16日 CYBORG009 
CALL OF JUSTICE 

23日～ キャプテン翼

10日 北斗の拳（5：00～6：00am）

　3　日 機動戦士ガンダム
・Twilight AXIS 赤き残影
・サンダーボルト DECEMBER SKY
・サンダーボルト BANDIT FLOWER
　　　　　　　　　　（8：00～11：30pm）

10日 名探偵コナン3月号
第631～634話（8：00～10：00pm）

17日 デジモンアドベンチャー tri.
第1章「再会」（8：00～9：40pm）

24日 デジモンアドベンチャー tri.
第2章「決意」/第3章「告白」
　　　　　　　　　　（8：00～11：30pm）

31日 デジモンアドベンチャー tri.
第4章「喪失」/第5章「共生」
第6章「ぼくらの未来」（8：00～1：00am）

　3　日 Wake Up, Girls！ FINAL TOUR
－HOME－ ～PART Ⅰ Start It Up, ～
大宮公演ライブスペシャル（0：00～1：00am）

10日 劇場版「遊☆戯☆王 THE DARK 
SIDE OF DIMENSIONS」
　　　　　　　　　　（10：00～0：20am）

17日・劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
　　　　　　　　　　（9：40～11：30pm） 
・力俥-RIKISHA-1.2（11：30～0：35am）

24日 力俥-RIKISHA-3.4E（11：30～0：45am）

27日 名探偵コナンTVスペシャル
追いつめられた名探偵! 連続2大殺人事件（2：00～3：50pm）

28日 名探偵コナンTVスペシャル
揺れる警視庁 1200万人の人質（2：00～3：50pm）

29日 名探偵コナンTVスペシャル
甲子園の奇跡!見えない悪魔に負けず嫌い（2：00～3：45pm）


