
2017年11月吉日
カートゥーン ネットワーク

ターナージャパン株式会社

日本初放送を含むXmas特別企画

「カートゥーン スペシャル クリスマス パレード」
「トムとジェリーのクリスマス特集」

アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」を運営するターナージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、最高責任者/ジェネ
ラルマネージャー：トム・ペリー）は、クリスマスの特別企画として日本初放送を含むカートゥーン ネットワークならではの冬をテーマとした
作品をたっぷりと集めたの毎年恒例の人気特別番組「クリスマス パレード」と、誕生から75年を超えた今でも世界中で愛され続けている
不朽の名作アニメーション「トムとジェリー」のクリスマス特別番組「トムとジェリーのクリスマス特集」を12月24日と25日に放送します。

「カートゥーン スペシャル クリスマス パレード」は冬をテーマとしたとっておきの作品やクリスマスエピソードをたっぷりと集めた毎年恒例の人
気企画です。特番内の日本初放送作品は、バットマンの相棒ロビンをはじめとしたちびキャラが活躍する人気コメディシリーズ「ティーン・タ
イタンズＧＯ！」と、世界中で大人気の“臆病で食いしん坊な可愛らしい大型犬” スクービーが登場する「ビー・クール スクービー・ドゥー
！」から、クリスマスにちなんだ新エピソードを編成、そしてクリスマスソングの名曲「赤鼻のトナカイ」が誕生するきっかけとなった歴史あるクリ
スマス人気作品「ルドルフ－赤鼻のトナカイ」ほか、全37作品をラインナップしました。

そして、世界一有名といわれているネコのトム、ネズミのジェリーのドタバタ人気コンビ「トムとジェリー」の冬にまつわるお話を集めたクリスマス
特番 「トムとジェリーのクリスマス特集」では「トムとジェリー サンタの小さなお手伝いさん」、「トムとジェリーのくるみ割り人形」の短編アニメ
ーション2作品をはじめ、最新TVシリーズ「トムとジェリー ショー」シリーズなどから冬をテーマとしたとっておきのエピソードを厳選しました。
とっても可愛いトムとジェリーや大好きなキャラクターたちと一緒に、素敵で楽しいクリスマスをお過ごしください。

■放送概要■
「カートゥーン スペシャル クリスマス パレード」 (※一部日本初放送)

12/24(日) 12:00 - 18:00 
http://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01100

「トムとジェリーのクリスマス特集」
12/24(日)、25(月) 10:00 – 12:00／18:00 – 20:00

http://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01095

「ティーン・タイタンズＧＯ！」＃82-1(※日本初放送)

© Warner Bros. Entertainment Inc.

「ビー・クール スクービー・ドゥー！」＃16(※日本初放送)
SCOOBY-DOO and all related characters and elements are 

trademarks of and © Hanna-Barbera.
© Warner Bros. Entertainment Inc.

「トムとジェリー ショー」
TOM AND JERRY TM and © Turner 

Entertainment Co.

「トムとジェリー サンタの小さなお手伝いさん」
TOM AND JERRY and all related characters 

and elements are trademarks of and © 
Turner Entertainment Co.

© Warner Bros. Entertainment Inc.

http://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01100
http://www.cartoonnetwork.jp/cn_programs/view/01095


おっはよー！アンクル・グランパ
TM & © 2017 Cartoon Network.

★放送作品一覧★

おかしなガムボール
TM & © 2017 Cartoon Network.

ガーフィールド・ショー２
© Paws. All rights reserved.

"GARFIELD TV Series" ©2017 - DARGAUD-
MEDIA.

アドベンチャー・タイム
TM & © 2017 Cartoon Network.

Time タイトル&エピソード

12:00
きかんしゃトーマス
＃182 クリスマス・プディング

きかんしゃトーマス
＃78 ぼうけんいっぱいのクリスマス

きかんしゃトーマス
＃24 トーマスのクリスマス・パーティー

きかんしゃトーマス
＃359 ステキなクリスマス・パーティー

12:30
ピングー
＃141 ピングーと雪上車

ピングー
＃33 ピングー一家のクリスマス、

12:45
ピーターラビットのだいぼうけん
＃1 クリスマスのおはなし

13:15 ルドルフ－赤鼻のトナカイ

14:15
チャウダー
＃25 みんな、ハッピー・クニシュマス!!

14:45
ガーフィールド・ショー2
＃26 最高のクリスマス・プレゼント

15:15

おっはよー！アンクル・グランパ
＃49 グランパ VS サンタ！

おっはよー！アンクル・グランパ
＃50 グランパ VS サンタ！

15:45
ティーン・タイタンズＧＯ！
＃82-1 クリスマスを救え！(※日本初放送)

16:00
ティーン・タイタンズＧＯ！
＃18-1 ２回目のクリスマス

16:15
ビー・クール スクービー・ドゥー！
＃16 こわ～いクリスマス(※日本初放送)

16:45
おかしなガムボール
＃25-2 サンタさんなんていない！？

17:00
おっはよー！アンクル・グランパ
＃83 クリスマス･プレゼント争奪戦

17:15
ガーフィールド・ショー
＃19-1 クリスマスの奇跡

17:30
ルーニー・テューンズ・ショー２
＃9 クリスマスのキャロル

Time タイトル&エピソード

12:00

きかんしゃトーマス
＃367 ツリーをかざろう!

きかんしゃトーマス
＃52 きかんしゃたちのクリスマス・キャロル

12:20

ピングー
＃52 ピングーの雪だるま

ピングー
＃7 ピングーの雪合戦

ピングー ＃84 ピングーの雪かき

12:40

ミオ＆マオ シリーズ
＃39 ミオとマオのクリスマス

ミオ＆マオ シリーズ
＃40 ニコニコゆきだるま

12:50
マシューせんせい
～ゆかいなヒルトップ病院～

13:05
ピーターパン 新たなる冒険
＃25 ネバーランドのクリスマス 前編

13:35
ピーターパン 新たなる冒険
＃26 ネバーランドのクリスマス 後編

14:05
おばけのキャスパー
キャスパーのクリスマス

14:35 原始家族フリントストーンのクリスマスキャロル

15:45
レギュラーSHOW～コリない２人～
＃117 復讐のプレゼント交換

16:00
レギュラーSHOW～コリない２人～
＃118 ヤドリギの下で

16:15 バッグス・バニーのクリスマス

16:45
KNDハチャメチャ大作戦
＃53 クリスマスを消すな！

17:15
アドベンチャー・タイム
＃36 素敵なクリスマス その１

素敵なクリスマス その２

17:45
ティーン・タイタンズＧＯ！
＃62-1 クリスマスで一番大切なもの

12/24(日)12:00-18:00 12/25(月)12:00-18:00

レギュラーSHOW～コリない2人～
TM & © 2017 Cartoon Network.

きかんしゃトーマス
©2017 Gullane (Thomas) Limited.

ルーニー・テューンズ・ショー２
™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.

カートゥーン スペシャル クリスマス パレード
12/24(日) 、25(月) 12:00 - 18:00 



「トムとジェリー サンタの小さなお手伝いさん」
制作年：2014年 制作国：米 実尺：22分
製作総指揮：サム・レジスター 監督：ダレル・ヴァン・チッターズ
【声の出演(日本語吹替)】トム：肝付兼太 ジェリー：堀絢子
【あらすじ】サンタのおもちゃ工場で快適にくらしていたジェリー。ところがある日、クロ
ース一家がトムを救助して連れてきたから、さぁ大変。一つ屋根の下にネコが加わ
り、北極でも上を下への大騒ぎ。でも一暴れしたら、はたしてこの壊し屋コンビはク
リスマスを救うために手を組んで、本物の友情を知ることができるのか。

「トムとジェリー サンタの小さなお手伝いさん」TOM AND JERRY and all related characters and elements are trademarks of and © Turner Entertainment Co.
© Warner Bros. Entertainment Inc.

TOM AND JERRY TM and © Turner Entertainment Co.

「トムとジェリーのくるみ割り人形」
制作年：2007年 制作国：アメリカ 実尺：49分
製作総指揮／脚本 ：ジョセフ・バーベラ
【声の出演(日本語吹替)】トム：肝付兼太 ジェリー：堀絢子
【あらすじ】クリスマスイブの日。バレエ「くるみ割り人形」を見に行ったジェリーは自分も踊ることを夢
見る。するとクリスマスの奇跡が起こりその夢が実現し、ジェリーはオモチャの国の王様役に変身！
しかしそこにトムたち野良猫が乱入し、猫のボスが王国を乗っ取ってしまった。ジェリーは、オモチャた
ちの作者トイメーカーに助けてもらうしかないと思い、彼に会うため旅に出るが……。果たして夢の
世界でジェリーとオモチャたちは猫軍団を倒すことができるのでしょうか？

「トムとジェリーのくるみ割り人形」TOM AND JERRY and all related characters and elements are trademarks of and © Turner Entertainment Co.
© Warner Bros. Entertainment Inc.

トムとジェリーが力を合わせてサンタさんのお手伝い!?クリスマスにまつわる大冒険!!

トムとジェリーがオモチャの国で大活躍!くるみ割り人形(演奏：フィラデルフィア室内管弦楽団)のテーマに合わせ華麗にバレエを踊ります。

「トムとジェリー ショー」

トムとジェリーのクリスマス特集 クリスマス パレード
12/24(日)、25(月) 10:00 – 12:00／18:00 – 20:00

タイトル 話数 サブタイトル

トムとジェリー サンタの小さなお手伝いさん 短編

トムとジェリー テイルズ #1
クリスマス騒動
恐怖のソリすべり
北極で分けっこ

トムとジェリー #110 冬の夜ばなし

トムとジェリー テイルズ #17-1
アイスキャンディー
とモッツァレラ

トムとジェリー ショー #24-1 おなかと背中がくっつくぞ

トムとジェリー #58 友達はいいな

トムとジェリー テイルズ #10-3 氷の国の大きな相棒

トムとジェリー ショー #34-2 タフィーの大冒険

トムとジェリー #16 メリー・クリスマス

タイトル 話数 サブタイトル

トムとジェリーのくるみ割り人形 短編

トムとジェリー ショー #4-1 あったか暖炉争奪戦

トムとジェリー #8 氷遊び

トムとジェリー テイルズ #23
氷の上の対決
熱い熱い雪合戦
恐怖の雪ネズミ

トムとジェリー #49 銀世界の追跡

トムとジェリー ショー #14-2 クリスマスの約束

12/24(日) 10:00-12:00/18:00-20:00 12/25(月) 10:00-12:00/18:00-20:00

★放送作品一覧★

「トムとジェリー テイルズ」 「トムとジェリー ショー」


