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～3日メジャ ー 第5シリ ーズ 4日～メジャ ー 第6シリ ーズ(ml

～26日斉木楠雄由市鰻（篇2llll) 27日～こちら葛飾区亀有公園前派出所
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～22日 鳳子由パスケ
29日～俺物騒11@1

14日～ 名探偵コナン～13日黒子申パスケ
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16日11:00～1'00 名’..・コナン9周a，篇609～61215
23日11:00～12'45創‘版鳳子喝パスケL.ASTGAME圃
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3～11日続夏目友人鰻(ml 12～20日夏目友人鰻嘗＠）※20自由み12:00～12:30
20～·28日E目友人偏揮＠）
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ツヨシ
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しなさい
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名探偵コナン
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30日7.0か唱。001，.パン三笹’唱RTm

2～30日 ルパン三世PARTm
※30自のみ1.00～a.oo

D rスランプア ラレちゃん
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『進曙の巨人』オリジナルマスヲ ー版
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5日～こちら葛飾区亀有公園前派出所

5日～七つ骨太輝＠）

3日～メジャ ー 第6シリ ーズ＠）

ドラゴンポ ー／』改

～4目 4.00～s.oo
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健申ヒーロ ーアカデミア ｜ 名探偵コナン ｜ プラツヲヲロ ーパ ー

～·26日斉木摘雄母、V雛｛第苫期｝ 27. 28日名探偵コナン

2 日 8:00 ～’0:30名錬偵コナンTVスペシャル
般人且工．新ー

名探偵コナンTVスペシ￥1,

桁ー の正体に聞の濠／
本当に聞きたいコト

9 目 a:oo ～10 ・ 。。名舞偵コナン9月号
•s。9 ～ 612醤
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夏目友人組唱101附18－圃
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13～·20日 つりllllITMI
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19～27日 夏目友人領軍事�

28日～ 夏目友人慢伍�

『君に眉』力

2日 こちら葛飾区亀有公園前派出所
9日～おそ松〈ん（HDリマス17ー版〉～13日 綱子申パスケ

14日～機動戦士ガンダム （HDリマスタ ー）＠）
※19日 名探偵コナン
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9日～ hヒョとロージー＠甥董・柑・・a開園E
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～23日小野下野＠どとでもクエスト
30日o,ao～1:30名銀偵コナン

～30日声優だって旅し ますthe 2nd 

～23日シティーJ、ンター （HDリマスター〉
※23、30日2 30～3 30こ55•• 区‘有公・前線凪所

30日2:00-2:JQ)l,）てン三世（PART])

2～30目こちら.・E・有公園前派出所
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2日～深夜！天才パカポン園

邑 9月のオススメ 可
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耳目友人偏
ca目友人園 町1出スタート毎週土・・7:00 ～ a:oo 
日..目友人園町＇3（則スタート毎週月・～倉・昼12:00 ～1 :oo肺

※9/31聞は墨12:30～1 : 00 
日間友人・・•］9/11凶スタート毎週Jl・～金曜夜9:00～10:00脚
日間友人・・1]9/19刷スタート毎週月曜～金曜夜9:00～10:00酌
ca闘友人・回9/28幽スタート毎週月間ト傘．夜9:00～10:00酌

8そ松さん
－・a史浩：！）第2～13医9/ 8 （剖漆夜0: 00～6:00
一週陸銀法.®第14～25鱈9/15（剖深夜0 00～6:00 
赤軍不二夫生嵐氏凋年というE念の年に、刊アニメ fあそ松，�，としτよみがえる伝観的作＆

貴金・�’眠不二夫／おそ依さん副作餐員会
＠測図箔也小学館／NHK NEP Sh。Fャ。

・維名優..葵径：／ ＇.ftに眉け』.作鑑，司会
サンライズ・SUNRSE汗＆BPARTNERS

／・英社ムヒョロジ・M作賓員会・BNP/T&BPARTN削rns

調書複1英才，E拘ポン
9/2個｝スタート毎週日．夜1]:30～0:00 
ギャグ漫画の金字繕であり、赤線不二夫の代表作『天才パカポン」が、前作
から18年ぷりに、細川徹監督のオリジナルスト ーリーで寸Vアニメ化！
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